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エスペラント
十月號

外國語敎育と國民的自尊心

外國詰敎育が國民的自尊心を傷けると 

ゆうことは,あり得ないはずである。だ 

が,局部的な「はず」にこだわる眼には, 

專實は,しばしば「はず」をうら扩る。

• 「外國語敎育は國块的ロ律心を傷ける」 

とさけぶ人をショヴィニストと呼ぶにし 

ろ,かく考える人を敎養なき者とさげす 

むにしろ,それは,かれらが,國民的自尊 

心を傷けら如ている事實の分谥に對し, 

いささかも影響を與え得ない。

ひとびとは,あるいは,こ2しらショヴィ 

ニスト,敎董なき人たちの存在を計算に 

いれなくてよいかもしれない。しかも, 

ひとびとは,なお,この考え方のよって 

來る源をきわめるべき義務からのがれる 

ことはできない。

これらノ1'ショヴィニスト」たちのうち 

には，今日,「支那語を學べ」とさけぶ者 

もめずらしくない。一應矛丙に見之る, 

この事實のなかに,問題の瞬決が橫って 

いる〇

すなわち,今,ひとびとか支那語を 

學ぶことには明かな目的があり,中等學 

校の英語敎育には明かな□的がない—— 

より正しくは,目的が明かでない,むし 

ろ,かつてあった目的が行衞不明になっ 

ている——のである。（中學生の一部分に 

とっては,明かな目的がある:上級學校 

の入學試驗に合格するため! ーーこの部 

分は,だから國民的自尊心を傷けられた 

と感じない〕。

中等學生にとって,あるいは・般社倉 

にとって,目的の明かでない學科は,英 

語に浪らない。むしろ,中舉校そのもの 

の目的が明かでないかもしれない。しか 

も,英語のみが問題になるのは,言語の 

うしろには民族の呼吸が感じられるから 

である。

われわれは,なぜ,英語に,かくも多 

くの時間を捧げなければならないか（學 

校における1遍7時間は問題にしない。 

家庭の,美しい「生活」の時間をまで,あ 

くことなく侵略する英語に呪いあれ!） 

ーーこの疑問が,わかい魂に懐讎を植付 

けないか。その懷疑が,國氏的□尊心の 

問題にまて發展しないか。意識してか, 

しないでかは別として。

われわれの愚かしい問題のおこる源 

——すくなくも,それのひとつがつきと 

められた。すると,現實の狀態を,正當 

な厂はず」へひきもどす道は,おのずか 

ら明かである。

すなわち,「目的を明かにせよ!」であ 

る。しかし,この・「目的:を,紙ノ）うえ, 

舌さきで示せば足ると.考えるならば,厂は 

ず」は,永遠に厂はず」にとどまる。

中等學校における外國語敎育（結論だ 

けゆう:必要である）をして,それの正 

しい□的にそわしめる,もっとも合理的 

な方法（明治時代のでなく,昭和時代に 

は,昭和時代の）を探しだし,これにし 

たがっておもいきった改萃を施す,これ 

が,その道である。

問苗を——ここに口白すれば——便宜 

のうえから,1國民的自尊心」の問題から 

發展させたが,この問題があるといなと 

にかかわらず,外國語敎育の改革はさし 

せまった問題である。そして,その解決 

には,國民の,國家への協力の特別に强 

い,現在の瞬間がもっともよい機會であ 

る。この間題さえ解決されれば,たとえ 

ば,英語敎育界の1部が,現在,飛びゆ 

く烏影におびえているがごときおろかな 

わざもなくなり,英語學もよりよい,そ 

して正しい發展をとげることができるで 

あろう。

その合理化の方法——それは,エスペ 

ランティストには,たれにも,おうかれす 

くなかれ似かよった答えの準備がある。

三宅史平



中等敎育における外國語問題の再檢討

I
社督各方面の識もはこう考える

この穩に盟り.カナヅカイは，それぞれの 執车者のシステムによろ

市川源三
聖友學圍髙弊女學校長;全國高箒:女學 

校長協會理事長

!必要:・世界文化に接觸の爲外語敎育を必 

要とす。世界各國皆然り。今日の現狀は達し 

居らず。

2然り:當分然らん。支翦の必耍あれど, 

支語それ自身不統一にて之を採用するに迷 

ふ。英米は當分世界の强力ならん。歐洲各國 

にて次第に英語を用ゐ來れり。英語は今や世 

界語なり。

3先づなし:多少あれど敎師の態度にて何 

の影響なからん。女f・に歐米崇拜者あれば日 

本の男子が餘り女子を無視する故其の腹いせ 

を外人に對して行ふなり,語學敎授には關係 

なからん〇 ' ' ' 1 ■

4必要:1,2年に3, 4時問。3年以上は 

選擇制を設け,希望者に5, 6時間を課すべ

し。

5英語敎員にして實力あるもののみを殘し 

他は國語敎師に轉向せしむべし，彼我共に利 

する所あらん。

〇 ,

三井高陽男爵 ・

國際文化振興會評議員 ・

!必要:今日程偏!Rならざる程度に於て或 

程度は必要。

2否:英鉛必ずしも世界語ならず,英語第 

ーの必要なし〇英,佛,探,支,西選擇せしむ 

る爭は理想なれど可能なりや否や艇問。

3なし。

4必要:少くすること。

5社會/處置により他に轉ずる方法幾多あ 

るべし。

〇 • 

花園兼定

早稻E大學敎授;ウォールド•ダイゼえ 

ト副主筆

1必要:日本の歴史的珀實,日本の現狀反 

びllt界强國文明の經驗,且つ人類共疗共榮の 

原則から,中等敎育時代に外國語を學ぶこと 

は必耍だ。現狀は遺憾の點がある。中等學校 

だけで雜誌位ゐは讚めなければならない。雑 

誌の論文の詔めない人が敎へてゐるやうな現 

狀だ。

2否:日本は世界各國と交通し彼我密按な 

關係を有し 英語だけを第一にする理由は成 

立たないC外國語は選擇に委していいと思ふ。

3なし:外國話を中等學校で敎へることが 

國民の自尊心へ影響すると考へるごときは無: 

意味である。

4必要:選擇語學の時間はもっと塩加しな. 

ければ效果はない。

5英秃敎ロの生活力:脅かされることは秋の

——問 題

!屮等敎げにおける外國語敎授は必要でございますか,そのĤ的は?現狀はその目的にそ

いますか。不必要ならば,その理山。

2 必要とすれば，今後も英詔第一でゆくべきでしょうか。その理由。いなならば，その根據

と今後の對策。

3 外國益敎育は國民的自尊心に影響をおよぼすおそれはあリませんか。あれば,捌和の手段ヽ

4 授業時間數,そq他に合理化の必袈はありませんか。あれば,そのカ法。

2 (416) 5 英語科廢止,または縮小のばあい,英詰科敎員の處置はどうつけますか。



老へからは起らない。もしさういふことがあ 

扛ば,その對策はいくらもある。英藍敎員で 

英語だけしか知らない人はある筈がない。も 

し日本人でさういふ人があれば,それは恥辱 

である。

〇

津久井龍雄

著述家

!特に必要だとも思はぬが,然らば代數幾 

何三角等も一般には不用ならん,矢張り適當 

に課しておいてはどうか。

2特に何國語を選ぶとなれば矢張り英語な 

らん乎〇 •

3小生の經驗においては全くなし。

4大體現狀のままにて可ならん。外國語を 

へらして國漢文を増すなど•必要はなし。

5小生の右の主張によれば英語敎員の處置 

を特に考ふる必要はないが,若し整理でもさ 

れる場合は,政府も氏間も大いに外國良書の 

飜譯を獎勵'し,彼等をして,その仕事にあた 

らしめたし。

〇 < 

紀平正美文學博士

國氏辎神文化倂究所員

1必要:然し重要學科とする要なし。

2否:必要と見る限りのものをとるべし。 

然し今しばらくは英語なるべし。

3あり:□國乃至自國語の尊重によりて自 

ら解決せらる。

4必要:中學校に於ては最上級2年間,1 
週2時間にて事足る。

5人力車夫に相談して後に自動車が發達し 

たにはあらず。

備考:外國語敎授の;密義の徹底は吏に國籍 

むき語の不必要と云ふこととなるべし。

〇

藤原咲平理學博士

中央氣象臺長

1必要:交通の發達と共に從前に倍し外國 

語を必要とす。

2否:主な外國語英，獨,佛,伊,露,西, 

丈那語，甲乙を付けず選擇とす。敎師の缺乏 

爲め當分は右の中1,2を加へ,厂再し、-■ 

ヂオを利用す。

3なし:外國語を學ぶことは各國民皆必耍

大古より實行さる,自靈心とは無關係。

4必要。

5漸次他語學に轉科させる。

〇

茅野蕭々文學博士

慶應義塾大學文學部敎授

!必要:外國語といふものに馴れしめるこ

とを目的どしたし。現狀は改善の餘地がある

と思ふ。

2否:英語を第一にする必耍はない。他の

言葉でよい。將來その人の志望に尤も直接役

立つものを選ばせては如何。

3なし:殆んどないと思ふ。英語を習った

から親英派になるといふやうなことはもう前 

時代のことでは無いかと考へる。

4必要:合理化の必要はあると思ふ。論ず

れば長くなるが，所謂語學的なものの外に, 

實際の役に立つ本も讀ませるやうにしたい。

〇

神保格

束京文理科大學敎授

!必要:エスペラントでも厂日本語でない」

といふ惡味で外阈語でせう。外國語（國際語

を含めて）の不必要論は言語的鎖國論であっ

て勿論不可です。

2然り:1.從來の傅統の存在すること。傳 

統の全く無い所へ厂英語第一」かどうかを考 

へるのとわけがちがひます。傅統の有る所へ 

之をやめて他を置き換へる時はよほど强い理 

由がなければなりません。

2. 北米合衆國,カナダ,才一・ストラリヤ等 

が支那やロシャと共に,我が隣國であること 

を忘れてはなりません。

3. 厂第一」とする外國語が必ずニ國語に限 

る.二つ以上あってはならぬといふ理由は無 

いでせう。

3なし:外國語學韻の態度による。今日盛 

に行はれてゐる支那語學習はどうですか。自 

鎗心の問題を口にする人が無いではありませ 

んか。英語を學ぶことは英米の殖民地の樣に 

なるなどと論ずる人は,その人自身の心の中 

に・種の事大思想がこびり附いてゐるのでは （41め3



ないかと自ら省みる必要があります。

4必要:合理化が不必要などといふ亂暴な 

論をする人がありますか。

5もっと數を殖すこと。もっと質を向上さ 

せること。勿論日本語の敎員,英語以外の各 

國語敎員についても全く同じ。

〇 '

志賀寬

肚界維新敎育協會當物理事,敎育評論 

家協伶理事

1 否:國民・股が外國に學ばなくてはなら 

ぬと云ふ程のものはもうなくなった。それよ 

りも科學のために時間をさいて日本的なもの 

を建設すべきだ。

3あり:取扱の根本的態度方針が總てを決 

定する。

51•時局の爲め大最缺貝になってゐる敎 

育界の他の部面に働いて貰へばよい。6ヶ月 

位の再敎育を施した上で。

2.支那に送って日語の敎育に當らせるも 

一案。

・〇

有島生馬

帝國藝術院魚口; 一水會會n,ペンク 

ラプ理寥

!必要:必要を認むるも,それは外國藉練 

習が頭腦の錬瞬に役立つといふ意味よりなり 

故にラテン語などは尤も理想的なるべし。

故に•

中等學校にては之を各人の隨恿科とし,各人 

その後の修業と職菜に必要なる外國語を隨意 

に修學すべし。

の學科を敎按する能力あるべし。Cなき者は退 

職）。

〇 ヽ〕 

林 翳學博士

1 必要:日本はこれから世界艾化に常に參 

加する必耍あり,從って一つの外國語は必漿 

である.。

2否:英佛,猥,露,支の五つどれでも採 

用よっしとする。中學によって,この五種あ 

ることとする。高等學校入學の外國語試驗も 

この五種でやる。

3なし:MしH本について充分敎へること 

は必耍である。

4必要。

5佛,淡,露敎員に轉ぜしむ可し。さして 

困難ならずと思ふ。

〇 'ゝ

春山行夫 • • 一,

厂セルパン」編輯:E：
!勿論必要:但L ,選擇科目とする力、，語 

學を中心とする特殊の中學をつくる。

2 （1）のシステムによめ,瞰ヶ國語（英佛 

獨）を同等に敎育。英舊は英語だけ,フラン 

ス語はフランス語だけで,その他に融通の利 

かない英領乃至佛領植民地のやうな語學敎育 

は不可。一國語を中心として呼ばず,外矚 

と呼ぶこと。

3外國語を知ってゐることは立派な國民と 

し、ふ考へを持っていいでせう。學問的硏究な 

どは,外國語を知らずには不可能で，單なる 

殿念的ショヴィニズムは排すべきです。

5英國植民地官吏の如き英語敎負フランス 

植民地'首吏の如きフランス語敎員に・タ闘歪 

全殷の試驗をする必要力:あるでせう〇

2否:1の理由により本人の必要と好むま 〇

4〔418 丿

まに外國誉を隨孫科として修舉すれば成績の 

上にも好ましかるべし。英倍に限るべからず 

3あり:2, 3ヶ外國語を知るものは自ら自 

©むを増すべし。

4歐洲語の代りに中學ヒては國漢文,殊に 

涣文學の時間を増加すべし。漢文は日本人に 

一番必要なる外國語なるは云ふまでもなし。 

（現代支那語に非ず）。

5英器敎員の一部は翻澤官に------ 部は他

高神覺昇
宗敎家;仝日本貝理運動主幹,智山專

. 門學校敎授

!必要:現今の如き外國語敎育はその本來 

の目的に副ふとはいへない。外國語敎育中心 

の如き感あり。修正の必要あり。

2否:現今の世界情勢としては英語は國際 

語として便优なるも,再考を要「。今後は支 

那語を旷に,英語を第二とすべし。



3自尊心を傷けることもあり,また傷ける 

ことなしともいひうる。日本力:世界H本とし 

て將來發展するには，勢ひ外國語を知らねば 

ならぬ。然しそれは日本人としての口覺をも 

った上のことなり。この自覺なくして外國語 

を學ぶことは危險なり。 ・

4必要:敎育時間を短縮し,專ら補助學科 

とすべし。須く外國語敎育薦能の感ある今日 

の情勢を打破すべし。

5その淘汰は免れざるも,英語を廢止せざ 

る以上，英語敎員の存在は尙必要なり。

〇

牧野良三
衆議院讓員

!必要があります。世界的に交ってゆく爲 

めに。如何に日本語中心でゆくとしても獨善 

に陷ってはなりません。極右的な侃狹はいけ 

ません。 . 「

2英語第一がいゝでしょう。話が出來,新 

聞が樂に詔める程度を中心にしてゆきたい。

3外國語が判らないと,且尊心を傷けます。 

外國語が判ると國民的自信がついて來ます。

4適當に。

5必要なし。

〇

泳野芳夫

大正大學敎授

1一部的に必要:一般的には不必要。但し 

外國語もよく敎へる小數の中等學校を必要と 

する。

2否:英,佛,獨,支語はなるべく平誓の馳 

圍で。エスペラント自體を今すこし盛んにし 

たいものです。その上にて學校へ導入したい。

3槪してなし:但し敎育の大本には注意す 

ること。

4案なし。

5英語敎員は國語等の敎員にな便へます。 

〇

二荒芳德伯爵

貴族院議員

!必要:敎へ方には考慮を要す。

2否:主要なる語を三四國選び選裸をすべ 

し〇

3なし:外國吾を便役する態度にて臨むべ

し。

4必要。 ・

5敎師用の參考書をもっと豐富にすべし。

〇

TANAKADATE-Aikitu
Rigaku Hakusi 

Teikoku Gakusiin Kaiin ; Nippon 
Rdmazikai Kaityd.

1 Hituyo: tadasi hito ni yotte iranai Baai 
mo aro. Tyŭto kyoiku dakede Zitugyo ni 
tuku mono wa, siite hituyo arumai. Sikasi, 
gendai ni oitewa Romazi de Kokugo 〇 

kaku koto dake wa zehi narawasetai> Kore 
〇 yarasete okeba Gai kokugo wa Dokugaku 
de demo h让 u y6na mono wa dekimasu. Soi u 
Z让 u rei mo soloni arimas u.
2 Ina: Kongo Sekai no Kei sei wa do 

kawaru ka wakaranai. Gai kokugo no Ky 〇 ・ 

iku mo sore ni sitagatte kawarubeki koto 
wa motiron de aru. Mono ni yotte, Dai让i» 
Daini no Mikomi ga tigau koto wa genzai 
demo wakaru tori de aru. Tatoeba, Igaku 
dewa Doitugo, Syogyo dewa Eigo, Hontu 
dewa Huransu^o, Mono ni yottewa, Sinago 
ya Arabiyago 〇 Daiiti to suru hituyono 
mono mo aro.

3 Ari: Syoto-kyoiku ni oite, Kokugo no 
Kumitate to sore no tattobubeki koto 〇 

sikkari osiete, sorekara Gai kokugo 〇 osie- 
rubeki de arimasu. Kono Zyunzy〇 〇 

ayamatte 让a tameni, koremade zuibun 
hutugona Kekka mo atta koto wa dositemo 
(amete naosaneba narimasen.

4 Hituy〇: Kokugo no Kyoiku 〇 Daiiti to 
subeki wa iu mademo nai. To ittemo, 
Gaikokugo no Kyoiku mo kessite okotaru 
wake niwa yukanai. Zikan wa, Kyozyuho 
no Kairyo ni yotte narubeku mizikaku suru 
yoni tutometa?.

5 Eigo-kyoin wa, sugureta mono 〇 motte 
iru koto wa hituyo da. Namazikkana mono 
wa, Tŭben ni demo sitara yokaro> kore mo 
E:go-koku 〇 aiteni Sigoto 〇 suru mono niwa (419



ĥituyo da kara, Kyoin 〇 totasuru koto wa, 
yagate, Kyoi ku no Koka 〇 takame, sitagatte 
Zikan w〇 tizimeru koto nimo naru.
! 〇

高野岩三郞 法學博士

帝國學士院會員

!必姿:外國語敎育の現狀をよく存じませ 

んから正確にお答へ致しかねますポ,海外文 

化との接觸,其の艮所の碼版の基礎を作る上 

に必要と思ふのであります。

2然り:英語が出實尤も隨く行はれてをる 

理狀に卽して英語第一とするのが良からうと 

存じます。

3なし;》

〇 一、

關口泰 ’・

東京朝日新聞記者

1初筹敎育に於てローマ字,エスペラント 

初步を終り,外國誥敎授への道を開きおき， 

中等舉校にては潛書本位に何れか一つの外國 

語敎援を行ふこと。

2現在は餘りに英语のみに偏するやうなれ 

ど.中，敎育に於ては結局・獨佛露等より英 

語が多くなることゝ思はる。支那畫敎育など 

は別の立場から行はるべきものならん。

3外國語を習って傷けらるゝが如き自尊心 

では致方なし。自尊心を以て外國語を學ぶべ 

きなり。

4問題は中等:敎育,高等學校敎育に於て語 

學の時間力:多すぎ,他の實質的學課わ時間に 

喰ひ込む黠なれば滅少の必要はあり,それに 

は文法會話作文は二の次とし,本科の外國語 

は藹書本位とすること。

5此の如くなれば英歪敎員は全部必要なく 

なるわけでなし,又英語敎授の外能なく,生 

活力無き人々にてもあるまじく,他にも時勢 

により,轉業を餘儀なくする者は多き世なれ 

ば,敎員の處置を考へてから中等敎育におけ 

る英諳敎授といふ如き大問題を決するは順序 

顛動なり。

〇

馬上孝太郞
東京髙等師範學校敎授,附屬屮學校主

事;茗溪會,帝國敎育會理が

! 必要:中等敎育の種類にもよりますが， 

中學校敎育にはことに必要です。普通の外國 

語を了解し建用する能を得しめることが目的 

でせう。然るに現在ではこれ等の目的によく 

合っては居りませぬ。

2然り:外國語として,英語の位置高き爲 

め。滿洲語,支那語琴も必要ですが,之は外 

國語と考へぬ方が可いと思ふ。

3なし:敎授する敎師の思想態度が可けれ 

ば自尊心を傷つける虞ない。

4必要:時間數を增し敎授法を學礎の心理 

に合致するやうにしたい。

5前述の理由により英語敎員の處置は不必 

要,但再敎育その他によって敎授能力を高め 

る必耍あり。

〇

高田保馬文學博士

京祁帝國大學孜授

!必要:日的は处識技術の吸收の爲。能率 

をあげ得る改善の方法はありと忠へども,今 

日の方法う;根本的に誤れりとは信ぜず。

2然り:右のI】的に便利なる故。

3なし:自建心を失へるものありとすれば 

•般民衆に非ずしてむしろ英人と直接に社交 

的交涉をもつ上級の事なるべし 英語敎育の 

罪に非ずと信ず。

4必要:詳細は專門家に任せたし,外國語 

敎育を輕視することは日本文化の前途の爲寒 

心にたへず。

5必要なし。

〇

イトウチュウベイ

伊糕忠商事,吳羽紡績株式會社社長;

甲南离等學校理r,カナモジカイ理が

1必要:外國を知るは自國文化をすゝめる 

keyとして〇

2否:外國.语なる以上,苟も一國に限るべ 

からず。今の樣に英語專用は不可。

3なし:なぜならば他を知り彼れを探る以 

上自己愛念は口ら生ず。

4必要:語學敎諡，敎授の今少し社會の常 

識具有の必要。



〇

入澤宗專文學傅士

東京帝國大學敎授;新敎ザ懾徐副會長

必要:拠の爭情, 文化を知るため。現

在は要らぬ方面に力を入れてその目的に適ひ 

居らず。

2然り:米,英その他の國に於ても英吾に 

よる場合多き故也。ドイツにても現代外國語 

の第一をフランス語たるを止め英書とせり。

3あり:外國語,外國文化を知ることは日 

本のためなることをよく徹底すること。國語 

を尊毛すること。

4必要:初學年に會話作文を主として外國 

語になれしめ,高學年は讀解力をつくるやう 

にする。

5外國史,外阈地理,もしくは國語漢文を 

も怕持ち得ろやうにして置くこと。つまり國 

民科の全诡を受持ち得るやうにして置くこと 

必要也。こ讥決して至難のことにあらず。從 

來の分科,專門化が中等敎育には不可なりし 

なり。

〇

朝倉希ーエ學博士

汽車製造株式會社常務取締役;H本工 

學會理ぢ,國語協诃理爭

1 必要:或る程度まで見聞を廣く し,外國 

語の常識を得せしめ,外國語の書籍や雜誌を 

瞄み得る基礎をつくる爲め。

2然り:外國語の中'で實用的勢力のある英 

語を多少でも知った方が無難の人が多いと思 

うから。然し英語の重要さを從來の樣に認め 

ないで良いと思うので南洋向のスペイン語或 

いは支那語を敎えることも良いが,それ等:の 

採用の漉圍については硏究を要します。

3なし:敎え方に'よるでしょう。外國語を 

排斥して國民的自尊心を高めると國内の改良 

が出來なくなる樣な氣持ちが致します。

4必要:時間を半滅し文學的のことは避 

け,簡單な會話の出來ることは良いが,主と 

して實用向の整書力を養いナこい。

5 一般普通の事務員に採用するのでしょ 

う〇外國語の時間を減じる一方國立翻譯局の 

樣なものを作ってそこの翻譯を受持たせるの 

も一方法でしょう。

滋

政治評論家

1必耍:選譯課目として存することに必 

要。

2否:支那語を主とすべし。

3なし。

4必要。 「 ・ご::•汇

〇 ・

德川義親候爵
貴族院議員;障敦疔振興會密長

! 必要:外國語も知ってゐるといふ口信を 

持たせる爲。

2否:理由は第一と同樣,だから何でもよ 

ろし。. •

3なし:ありとすれば敎育法が惡いから。 

東洋語と西洋語の根木の棺違の學間的の硏究 

が出來ない爲に,東洋語の本賈を知らないの 

でこんな間題が起きるのです。

4必姿:當然の京です。敎育者が硏究すれ 

よし、でせう。

5自然に方がつきませう。不まじめの答の 

やうで,此以外に考へられますか。

〇

八杉貞利 . ヽ1
東京外國語學校名渥敎授

御質問の事項は孰れも小生專門以外の事 

で，從て自信ある御答を致兼ねます故控へさ 

せて頂きます。惡しからず御諒承下さい。

小倉進平丈學博士

東京帝國大學敎投

!必要:日本人たることを忘れるまで,外 

國語に心醉することは不可です力;，;舒來の學 

問のため或は修養のため,中等學校で外國語 

を課することは必要と存じます。

2然り:外國語學習は國家の幸福地進を目 

的とすべきものである以上,これに最も適切 

な語學を選擇する必要があります。それには 

今の所尙は英語で行くのが穩當と思ひます。 

近頃支那語が云々せられて居るのは理の當然 

で誠に結構なことではありますが，世間は事 

物に對L餘りにあわて過ぎて居る傾向がある (421)7



やうに感ぜられます。

3なし:自己の學を磨き,自已の修養に資 

する爲めの學習であることをI・分納得せしめ 

たならば,凰民的自尊心を傷けるどころか,却 

ってそれを發揚する動力となると存じます。 

要は外國語に吞まれてはならず,吞んでやら 

ねばならぬと思ひます。

4合理化の必要があると思ひますが，話が 

長くなるヵ、ら省略させて頂きます。

5まだ考へたことはありません。•

〇

新村出文學博士

京都帝阈大學名譽敎授

!遡。

2然り。

3なし。

4大に必要あり。

5國語を深く學ばしめ.國語の知識を完全 

ならしめ,內外本末の別を辨へしむるやう英 

語敎育を改善すべし。 ・

〇

靑木節一・

阈際文化振興會主事;日本放送協會海 

外放送委员,觀光局計剳委員會委員, 

日獨文化聯絡協議會日本側常任委員

!必姿:讚む力と話す力と兩方を發逹せし 

ゝ ・むべし。

2然り:外國の言葉を習ふことは便宜の問 

題で理論や主義の問題でないと私は思ひます 

から,從って今日一番世界で實用に使はれて 

ゐる外國語を學んだ方よろしと考へます。

3何等影響なし〇明治時代の先輩は大體外 

國語で勉强した人であるが,その爲め戒家を 

危くしたる事なし。

4技術的のことは知りませぬ。

5日本人の先生についてはどうするか考へ 

はありませんが，外國人の敎員は現在のやう 

な詮衡圧命の遣方でなく,組職的にやり,結 

局その人逹が本國に歸ったら日本の爲めに何 

等か役に立つやうな人を選びたいものです。

〇

神田正雄

著述家,海外社長;海外爭怙硏究會理

8 ¢422） 事長

!中等敎育と槪括的にいふても商業舉校で 

は英語か支那語か兎に角外國語の必婆があり 

ませう。・・般の中學には不必要と存じます。

2 一般中等敎育に外語の不必變を考へてゐ 

ますので此問題は申上げる必要はありますま 

い。

3外國語を敎ふると國民の自尊心を傷ける 

とは隣國の支那で淸朝時代に盛んに唱へられ 

て外國を卑んだものです。私は其人に能力が 

あれば外國語の出來るに限ったことは無いと 

思ひます。一面から申すと外話を知ることは 

世間がそれだけ廣くなったとも考へられま 

す。

4 一般中等敎育に時間が惜しいのと實際外 

語を役立て6人が少ないので之を廢したいと 
思ふのです;能力のある者必要ある人は餘暇 

にやるやうにしたらよいでせう。

5中等學生で正科以外に餘力のあるものは 

私塾的の所で外語を學ぶやうになれば現在の 

外語敦負の困ることは無いでせう。それに- 

般が外語力:出來ぬとなれば外國事情零の硏憐 

その他何程でも仕事がありませう。

澤瀉久孝文學博上

京都帝國大學敎授

!目的は（1）表現形式を異にする言語の習 

得による思老カの養戒と（2）外國文化の嗣瓦 

とにあり。（1）の爲には極めて基本的な敎授 

のみにて可なり。（2）の爲には專門學校に學 

ぶ者のために選擇科Hとすべし。

2否:英,獲,佛,詔,支等の國語の初步を 

選擇科目として學ばしむべし。現時の如き女 

學校の英語は國語の美を破壌する以上にとり 

てなし〇

3なし:上の如くせぱ。

4必要:國語敎授時間の三分の一以下に減 

ぜしむべし。

5短期講習により他の外國語敎按にあたら 

しむべし。優良なる英語敎負ならばその事易 

々たるべし。又外國地理,歷史等に轉ぜしむ 

るも町なり。かくて徐々にその數を減ずべし〇 

〇

土岐善善

京京初日新聞論说委貝



1第一學年第二學年においてエスペラント 

を課し次でドイツ.，フランス,イギリス各 

語を選擇舉習せしめる。

2イギリ・ス語を第一とする理由はない。然 

し外國語は,どれか一つ習得する必要がある。

3外國語をならふことと,正しい日本語恵 

叢の畀揚とは矛盾するものでないと思ふ。

4!の方式によると,一週間に六時間ぐら 

.ゐで,エスベラントは各個のもりにする。 

その上でなら他の外國語はらくにやれるやう 

になる。

5しばらく日本語の勉直をしてもらふやう 

にしたらどうかと思ふ。エスペランチ貝トに 

するもいゝと思ふX)
〇 ・ 

三宅正太郞

長略控訴院長;國語協會理:界

! 必要:一等國の敎養ある國民としては, 

外'或語を知っておることヵ;,そのたしなみで 

あると思ひます。それによって知識をひろめ 

ろといふことの外，心をひろくするといふこ 

とに私は重きをおきます。

2然り:处識をひろめ心をひろくするとい 

ふ目的匕からは,外國語として英語を必ず學 

.ばなければならないことはありません。しか 

し,中學で,いろいろな外國語を敎へること 

は,困難なことでせうから，英語を第一に學 

ばせることは,今日では當然なことと思ひま 

す。私の經驗では,歐洲語なら,一箇國語に 

通じさ之すれば,他の國語を習ふことは,極 

めて容易ですから,英語を學ぶこと,あなが 

ち差支はないと思ひます。

3なし:國民的自尊心と外國語習得とは全 

然關係のないことと信じてをります。之を云 

爲するのは外國語をほんとうに習得したこと 

のない人の言です。

4必要:英語を敎へるとして,その敎授方 

注•には,改める餘地が多分にあります。耍は, 

學生をして卫發迪に外國語を竺習慣を養ふ 

くこあるのです。そのためには，少くとも現在 

の敎授時間は必要です。

清澤洌

祉會評論家

1必要。

2然り。

3語學習得が國民的□尊心と關係ありなど 

といふことか私には分りません。無舉無知ソ〉 

矯慢は自尊心といふべからず。

4詳しくは知りませんが,こ扛は必ずあり 

と存じます。敎育方法の改正が必要です。

5英語科・發止の必要な見ずと信ずる事前述 

の如し。但し英語敎員が不必要にならば,國 

策の懺牲仗方がなし。恩給等について考慮す 

べき事軍縮當時と同じかるべし。

〇

佐々木秀一

東京高曙伽範學校敎授,東京文理科大 

學溝師

! 必耍:やつばり外國文化薦取刀爲,又進 

んだ方では,自國語の理解を深める爲。

2然り:當分は英語第一で行くより仕方が 

ありますまい。それは他の語にすれば,敎師 

にこまるでせう。大都市では,學校に依って 

英語以外のものを學び得るやうにするのが便 

利でせう〇然し一體に英語の日本の社會に 

於ける狀態には,反省すべきものがありませ 

う。

3多少あり:今日まではかなり自尊心を傷 

けたこともあったと思ひます。これは漢文で 

も同樣です。これは敎師の無口覺から來るこ 

とでせう。敎師さへしっかりして居れば,こ 

の憂がなからうと思ひます。更に言葉其者の 

特質,讃ませるもの,學ばせるものの思想的 

內容からは,大に善いものと惡いものとの二 

面の影響を受けませう。これも敎師の指溥を 

要する部面でせう。 •

4私は三年まで,大に努力させて,その後 

は生徒の目的c將來の)と力とに應じて隨息科 

にするがいいと思ひます。三年まででも進步 

•した方法で,一週三時間は必要でせう。

5これは一寸妙案が思付きません。

〇

日高只一

早稻m太1:敎授

!必要:知識を1比界に求めよとの明治丈帝 

の樹聖旨を奉ずる爲に必要であります。

2然り:今の場台,-•股的には,最も便用



挺圍の盛い英語を英國はの旨葉だからいけな 

いなどといふ.やうな狹険な偏見を抱いてはい 

けません。エスペラントが遠からず，理想や 

空想でなく,實際に於て,英語以上に廣く且 

つ多く使用せられ,新関に雜誌に書籍に英語 

以上に現れ來って,世界知識の傅達力を顯現 

するに至り,今日の英語に代らんことを切望 

いたします。

3.あり。 .

4擁。 ”

〇

淺野晃 

評論家 

!必要。

2然り:全東洋諸民族の夫通の國語として, 

當面英涪の利用價値はなほ人なるものあるべ 

し，東洋に於ける英國制網の恥づべき形見と 

Iまし、'、〇 ・

3あり:現狀に於いては大いに影轡あり。 

されどこれはこちらさへしっかりして居れば 

あるべき箸なし。

4必要:時間を減じて能率をよりよくする 

方法必ずあるべし。

大石和三郞

高層気象直長

1必要:1）外國の文化を硏究するため。

ヽ' 2）各國民相互の怠思を疎通するため。

2否:從來の如き英語第一ではいけない。 

英語,佛語,獨語,イタリー語,スペイン語， 

支那語.エスペラント等,その目的次第によ 

る。・

3なし:從來の如く英語笫ー主義で仃くと 

英語崇拜により,ロ然と國民'的自尊心を傷;ナ 

る慮がある。けれども學校の種類により種々 

の外或語を課することになれば,或る特殊の 

國語を崇拜することにならず,却ってn本の 

获を反省し得るの效果がある〇

4中學校を二種に分ち將來外國文物を硏究 

せんとするもの及び外國に關係ある事業に從 

爭せんとするものめ爲のものを特殊中學校と 

し之には十分なる外國語を課する。其の他を 

山01241普通中學校とし,普通外國語は殆んど之を課

せず,エスペラントのみを課旷。㈱業舉校•商 

船學枝に厲外國語を課す。農業擊校，工菜率 

校，女學校,師馳率校にはエスベラントのみ 

を課す。專門爭校,大學の講義は□本語のみ 

を便用し,外國語を使用せざることとする。

5各官衙,學校,硏究所零に翻譯通譯課を 

置き,餘蕖敎員をして之に從がせしむ。

〇^・ ・

荒川五郞

日本人學理爭，日本大學中學校長;诣 

. 國敎疔命相淡役,仝阈私立中悸學校協

會理事畏

1一部には必要:全般的に否とすべきにあ 

らず。外國語敎育の現狀がその目的にあふか 

否かは木人の応礎精神の敎育如何による。語 

军は多く耦神を支配す。英語を重視して擬英 

人を作りてはなりません。

2否:英語を主とするは,辆神的に英國に 

支配せら扛る結果と,當時諸般の便宜からの 

事なるも,今日は大に猛省せねばなり了せん。,

3英語尊重が國民的自尊心への影轡は大に 

あり。日本精神の基礎敎育を完全にL;鞏固な 

る精神の上に英語文化を利用するやう望む。

4生徒全部に一律に課する必蚊よ無いと同 

喘に,亦本人の特性長所により取抢する必耍 

あるを以て,私は低學年は同一學科を共課「 

るも,応學年には國語漢文を主とするもの， 

理科教厚を主とするもの,圖莒技能等を主と 

するもの,外國語を主とするものの,四種に 

區分して其同學科 分別學科を交义して皺授 

する仕組Ĵニしたいと思ふ。

5從って英語敎員も滅ロを耍するものは或 

は他の科に移り得る者,英語的專門の事菜に 

入らしむる渚寄,それは實際の便宜に從ふの 

外なし。原則的に机上論は要なしと存じます。

〔附言:）私は旅行中のところ昨Li歸京,明 

〇は亦北海道一 in!を巡講のため出發します 

ので,粗思粗答御葢察を乞ひます。

〇

ナカノ メ アキラ
農業,人阪外国語學校名譽敦戈

!否:貴族敦育をほどこ「學校の一部を除• 

いては外國活敎授の必要がない。

〔理由;!現狀を見るに，中等學校卒業筛 



專門孚校,大學を經る者も經ぬ者も,社會に 

出てから外國語を詔む機會に接するは「・人に 

一人位.また外國語によって知識を得るなど 

の者に至ってはまだ乏だ少い。極めて少數の 

者ゐために多數が负辄になる必要がないと思

2否:印度洋;Ĵ匕太半洋方面の貿易を冃的と 

する人には英語,中南米貿易を口的とする人 

にはイスパニア語,東洋貿易目的者には支那 

語,學術技藝の硏究者にはドイツ語,フランス 

語といふ風に目的に適するものを學ばせたい

3あり:授業時間數を減じ,高等專門學校 

等の入學試驗課fiよりけづること。

4必要:外國話授菜時數;・特殊の學校なの 

ぞいては,・週3時間を越え'ぬ樣にしたい。

5 一部の敎員には講答をほどこし，滿蒙支 

那導の日本齬敎師とする。

〇 ■

小森七郞

日卒放送協會長

!否:中筲敎育を上級舉校への豫備敎育た 

らしむべからずとの見地よじ外國語切發し, 

阈氏敎育として必要なる學課に力を注力:しめ 

んとするものは中等敎育程戏の外國語にては 

實用的效果なし,上級舉枝の進人者には其學 

校に於て外國語に力を注ぐ方が得第と思ふ。 

私の實驗よりすれば人學!!｝の人心にてし大盛 

賞用に適する程度の學力をもせず且つ大多數 

の人々は直接外國語も活用する職務に從爭せ 

ず,夫れ故外國語に賀す勞力と時間を他の課 

目に振り向くるを利とす。外國攵化の輸人の 

处めには政府に飜譯局を置き必要右益なるも 

のを選び飜譯せしむるを可とすべし。

3多少の影轡あり。

5過渡的にはこむを得ざる過剩で小生にi二 

艮策ありません。・

阿部眞之助

東京ロ日新聞主筆

1必要:玫狀は目的に合ってゐない。合ふ 

やうに改艮すべし。

2否:英語第一ではないヵ:實際問題として 

英語敎育が主たるものとなるのてはなし力し

3なし:敎育の致しゃう次第なり。

4必要。

〇

井田磐楠 男僻

貴族院議員・

祕は常に中郎敎育全般の改革を先づ大學改 

丰に標準を置かんとするものである。夬學及 

び專門學校に於て知識の基礎として英丘を不 

要とするとき,其の中等敎育としての英穎の 

價値は確定する。然るときは學問としてでな 

く，實用語學としての英語の程度を考へる事 

もあらう。吾人が修學時代に英諳の爲に如何 

に苦しみ如何に修舉の時間の大部分をとれに 

貲し,しかも其の英詰なるものが一部の人以 

外には之れが餘り役立ってゐないかは今更論 

ずるまでもないにも拘らず，今Hまで文部省 

が此の英語に關し無關心であったのは無責任 

も亦甚だしいものである。

再び汗ふ。余は中學の語學を英語でなけれ 

ば何語にすべきか等は,大學專門學校に於け 

る語舉の要求程度,語學の種類等に應じて決 

定すべきものである。

尙ほまた,實業諸學校等に於て詰學の種類 

と程度を決める事が必要である。之亦置接直 

接に中等學校に影繆をするからである。広學 

校の如き特殊學校を除き全般的に英語と限わ 

ず一股に語學を必要としない。現在女季校卒 

業上が鐘詰,藥のはり紙すち解する事力:出來 

ない。誠に無駄な敎育をしてゐるものである。

一々お尋ねの項目には應じて申上げません 

でしたが,學校の先生の處置等は國家が區劍 

に英齧の處斷を老へるときは極めて易々たる 

問題で其の生活を指瘪轉換せしめればよい。 

國家が少く奮發するのである〇

保田與重郞

那論家;厂新口本」編禅委0
1必要。

2否:數ヶ國番も選び,各々の組を作れば 

よからずや。

3なし:自鬱心は國力の問題と存じ候。

4必］宴:敎貝の語學力の向上に合せて,一 

般敎養の向上いたさば,敎育者の总:操と精沖



Cambro por virinoj

La Memedukado de Virinoj en Hejmo
Mikiko WADA

Se geedziĝo povas esti nomata u Artoĝia realigita 
formo ° hejmo ankaŭ estas unu el la artaj kreaĵoj kaj 
la gekreantoj, edzo kaj edzino, devas esti nomataj geartistoj, 
kiuj ĉiam mano en mano kaj koro ĉe koro devas daŭre 
klopodi dum la tuta vivo, por ke la artaĵo い hejmo ヽ kiun. 

ili duope kon struas, estu pli bela kaj pli altegrada.
La hejmo devas esti ne sole nesto por ambaŭ, kiu protektas ilin de 

ondoj kaj vento de la mondo, sed anlcaŭ pozitive unu el la viglaj eleme ntoj 
de la socio, kiuj antaŭenpuŝas la progreson de la mondo.

Rigardante ĉirkaŭ ni, ni trovas ke preskaŭ en ĉiu hejmo, viro havas 
rolon de gvidanto. Ka; dume kia estas la situacio de virino ? Cu virino, 
estante edzino, dommastrino, patrino (kaj plie eĉ profesiulino)r povas ma ŝi 
antaŭen kune kun la gvidanto al la celo, plialtigo de la hejmo, eĉ se ŝi 
havas kapablon kaj emon ? Preskaŭ ĉiuj respondus ke ne. Ni ne demandu 
nun, ĉu kulpa estas la viro, kiu pusas la virinon en tiun senhelpan kon
diĉon, aŭ respondeca estas la virino kiu volonte restas en tiu situacio. 
Problemo nun staras tiel, ke ni devas ĝustigi kiel eble plej frue tiun staton 
de la hejmo. Kiamaniere do ni vivu ? Mi ne scias bone pri vivo de 
alilandaj virinoj, kiel ili estas feliĉaj au kiel malfeliĉaj. Mi scias nur la 
女eneralan staton de la japanaj virinoj, kiuj ankoraŭ nur) suferas sub 
multaj malfavoraj kondiĉoj. Mi do volas diri mian opinion pri nia viv
maniero, de Ia virina flanko.

Antaŭ ĉio estas necese, ke virinoj mem rekonu sian propran forton. 
Tio estas la sola fundamento por la problemo, mi pensas. La ĝisnunaj

によりて解決さるることと存じ候。

5敎育に天職を感ずる者力:殘ることとなる 

とよいと存じます。現在に於てはあらゆる面 

で止むない犧牲が多すぎますので,それ故困 

難なことでせう〇しかし敎育者には元來他の 

(426) 職;菜と別な辎神があったと存じ，さういふこ

とを反省してよい時と存じます。

.〇

丸山丈作

束京府立第兀高等女學校長;カナモ 

カイ評議員



virinoj tro facile rezignis pri sia forto kaj sinaltigo, restante en la humiliĝo 
ŝajne modesta, pravigante sin per Ia eluzitaj vortoj " ĉar mi estas virino ヽ 

kaj neniam montras eĉ dezireton poluri sin. En rutinoj ili pasigas &un 
tagon kun sia malkontento subpremita kaj neesprimebla, kiu t amen 
el * prucas de tempo al tempo kaj igas ilin ofte materialo por karikaturo. 
Tio estas domaĝa ne sole por la virinoj, sed ankaŭ por la viroj, ĉar ankaŭ 
ili devas ludi komedion kune kun sia edzino.

Due ni devas havi firman kredon, ke la virinoj havas kapablon egalan 
al tiu de la viroj. Kapabloj de la viroj kaj la virinoj ne estas malegalaj, 
sed nur la kampo kaj objekto, al kiuj ili estas destinitaj, estas malsamaj- 
Sekve estas memkompreneble, ke ankaŭ virinoj havas kapablon pensi pri 
la socio, homaro kaj marŝi al la komuna idealo de la homaro, same kiel 
la viroj. Kredante t on, geedzoj iras siajn vojojn al unu komuna celo, 
knragigante unu la alian. Tio devas esti vera homa vivo, mi kredas. 
Sed ni ne devas tro memfidi kaj esti maldiligenta. Se ni estus tiaj, ni 
naskos nenion bonan. Ni devas nutri kaj kreskigi nian kapablon per 
memedukado.

(renerale en nia lando oni kredas, ke la virinoj necesas lerni nur por 
edzinigo. Kaj tial post edziniĝo la virinoj ne emas lerni ion esencan. Se 
la inklino de la japanaj virinoj ne estus tia, nia hejmo havus tute aliajn 
trajtojn. Tamen estas vero, ke oni postukas al virinoj en hejmo sen
nombraj n aferojn por plenumi. Tial por ili preskaŭ ne rea-igebla estas 
la ambicio, ke ili povu kritiki la kurantan politikon, konsideri pri la irado 
de la ekonomio, interesiĝi pri la ĉefa tendenco de la idea kampo, au 
kompreni sciencajn problemojn kaj havi scion pri astronomiaj fenomenoj. 
Ni do ne revu vane tiel altan. Turnu nian studemon al la aferoj proksimaj 
al ni. En nia ĉiutaga vivo ni havas multajn aferojn, kiujn ni mem devas 
solvi aŭ plibonigi.

Por konfesi la veron, ankaŭ mi vivis en tiel komplikita okupiteco 
same kiel la aliaj virinoj, kaj al mi ŝajnis, ke la pasinta tago restigas

!否:我國ノ、今滿洲ノ成長ヲカスケ,アジ 
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務デアッテ中導學校デ歐洲ノ語ヲ敎エテ居ル 

暇ハナイ筈ト思イマス。モシ歐州？語ヲ敎工

ルトスレバ歐洲語ノ準備トモナリ,國際語ト 
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nenio .n da novaj aferoj por la venonta tago. Mi estis ĉiam malkontenta 
kaj maltrankvila pro tio ke mi havas tro malmulte da tempo por mili 
prepari por la plibonigo de la vivmaniero. Al mi ŝajnis, ke mia v:vo 
restas ĉiam sur sama malalta loko sen ia progreso kaj altiĝo.

Ĝuste en tia t empo mi ekkonis Esperanton. De antaŭ longe mi pensis, 
ke la lingvo estas unu el la plej gravaj l aj potencaj el diversaj aferoj, ke 
la forto de lingvo estas tiel granda kaj mistera kiel sorĉpovo de sorĉistino 
en fabeloj.

Kiel granda ĝojo estis por mi, ke mi eksciis nian ling on teor e 
racian, praktike utilan, kiu havas altan idealon kaj promesas al ni brilan 
estontecon. Estis granda plezuro por mi ankaŭ tio, ke mi trovis la 
grandan nomon de " Zamenhof ハ ekster la lernolibro de historio.

Studu Esperanton fervore kaj laboru sincere por la afero, Ĉar per tio 
mia vivo estos pli valora, kvankam mia povo estas ankoraŭ ne sufiĉe 
granda por doni ion al la afero. Tion mi diris al mi kaj mi eksentis 
grandan ĝojon. Mi eĉ revis, ke mi volonte fordorms mian tutan tempon 
kaj kapablon al Esperanto, se mi nur povas. Tamen alia voĉo d ris al 
mi, " Se vi sub Ia bela nomo de studo ne plenumas viajn devojn de 
patrino, edz:no kaj unu el anoj de la socio, vi jam ne rajtus nomi vin 
perfekta homo. Tia neniel povas vere kontribui al la homaro. Tamen la 
aferoj de nia lingvo estis tro alloga kaj mia deziro kontribui ion per gi 
estis tre granda, por forlasi nian lingvon, kvankam mi havis multajn 
taskojn hejmajn kaj aliajn- Por realigi rrdan deziron mi devis iamaniere 
trovi tempeton por mia lernado. Tial mi volis ordigi kaj raciigi mian 
vivmanieron. De tiam mi neniel povas fari ion sen atento, eC malgravan 
aferon, ekzemple, purigadon de teleroj aŭ senŝeligadon de terpomoj・ En 
mi iom post iom pligrandiĝis la emo fari ĉion kun pripenso kaj ofte mi 
ricevis tute ne atenditan plezuron, kiu naskiĝis de la sukceso de mia 
penado- Mi trovis, ke en la hejmo ekzistas multe da malhelpoj kontraŭ 
mia deziro unuigi ĉion ĉirkaŭantan min. Ekzameninte mian vivadon, mi
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decidis, ke mi forĵetu el mia vivo ĉiujn senutilajn elementojn. Sed mi tuj 
ekrimarkis pri la fakto, ke eĉ se mi estas unu el la plej gravaj membroj 
de la famiio, mi tute ne sukcesos realigi mian supre diritan intencon s?n 
helpo de familianoj. Tre malkaŝe dirite, miaj ^isnunaj klopodoj nur finiĝis 
kun tute ne atendita rezultato. Sed la respondeco pri la malsukceso 
apartenas al mia mallerteco, kun kiu mi agadis, sed al nenio alia. Kontraŭ 
okazintaj aferoj mi kurage staras por konkeri ilin kaj ili neniel povas 
forpreni de mi mian fervorecon por nia afero. Tiamaniere mi pasigis 
m-ajn tagojn dum la lasta jaro, kaj nun mi kore deziras vivi plej bone 
mian estantecon por la estonteco. Mi kredas, ke !a estonteco estos plej 
bela, se ni vivas estantecon plej konscience-

Mi parolis supre pri mia propra sperto rilate al mia lingva lernado. 
Mi deziras, ke en ĉiu hejmo mastrino estu plej studema al kiu ajn direkto, 
ĉar mastrino havas plej gravan rolon en la hejmo. Kiel mi jam diris, la 
japanaj virinoj antaŭ edzi ni攻 〇 estas tre scivolaj kaj preskaŭ sensisteme 
lernas diversajn aferojn, sed post la edzinigo ili ĉion forĵetas kaj dronas 
en hejmaj laboroj. Sed ni ne devas esti tiaj. Kvankam tre malfacile 
estas lemi ion inter hejmaj laboroj, ni devas pen: tion. En tiu okazo estas 
dezirinde ke la edzo, kunlaboranto de la hejmkonstruado, helpu ŝin aktive, 
se ne, almenaŭ estu grandanima kaj zorgema pri ŝia penado. Se la edzo 
kredas ke li estas gvidanto de la edzino, tiam antaŭ ĉio li devas kompreni 
sian ersonecon kaj ĝin reko nigi al si mem. Sen tio ordonoj kaj instruoj 
al ŝi estos ne tre efikaj, eĉ se tion li faras kun amo. Estas pli preferinde, 
ke la edzo mem montru al la edzino sian studemon, kio kredeble faros 
influon sur ŝin. Entute studado estas tre necesa en ĉiu flanko de la hejmo 
kaj faras la plej profundan bazon de la geedza vivo, mi kredas. Ni 
virinoj plenumu n"ajn devojn kiel eble plej konscience por niaj karaj, sed 
tra la tuta vivo ni estu ĉiam studemaj por ke nia hejmo estu pli bela kaj 
alta.

ル爭デ必大シモ免許ヲ持タナクトモヨシ）。
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JAPANA ESPERANTISTO EN BRITA KOLONIO
S. Nakamura

(Ĉina Kontinento)・ Ĉe tio mi ja rekonas bezonon de 
en tramo kaj en aliaj okazoj mi tre ofte vidas &nojn, 
angla lingv〇.Mi supozas, ke kelkaj el la legantoj 
ne povas ekzisti tia stranga afero, ke samnacianoj

Mia esperantista vivo en Hongkong komenciĝis je la 23-a Augusto 已!！ 

1935. En tiu ĉi tago mi translokiĝis de Miyazaki al Hongkong kiel instruisto 
de la japana elementa lernejo. De mia translokiĝo preskaŭ kvar jaroj estas 
pasintaj. Estas vero la proverbo : u Flugas la sagoj, fluas la tagoj/ Dum ĉi 
tiuj kvar jaroj mi spertis diversajn interesajn aferojn, kiel esperantisto. Lavi 
mia rememoro mi skribos kelkajn el ili.

Hongkong estas vere internacia havenurbo. La urbanoj estas diversaj en 
nacieco ; kvankam la angla lingvo estas oficiala, tamen ĉiam zumas la japana, 
ĉina, hinda, portugala, franca, itala, germana kaj aliaj lingvoj en la pramo, 
kiu iras kaj revenas inter Hongkong kaj Kow100n, urbo situanta sur la pinto 
ĉe Kow5oon-duoninsulo 
Esperanto. Sur strato, 
kiuj interparolas per la 
miros kaj diros, '' Ne,
devas interparoli en fremda lingvo/*  La refuto estas prava en nia patrujo, 
seci ne en Ĉinujo. Multnombraj dialektoj estas parolataj tie, kaj la diferenco 
inter ili estas tiel granda, ke la ĉinoj tute ne povas kompreni unu S alian, 
se ili ne loĝas en samdialekta regiono. Laŭ tiu vidpunkto mi kredas, ke nia 
kara lingvo ludos tre gravan rolon por la ĉinoj en la nunaj cirkonstancoj 
ankaŭ enlande. Tamen mi tre bedaŭras, ke Hongkong estas kolonio (brita), 
'sekve translokiĝantoj estas multaj, ne restas tre longe kaj ankaŭ iliaj sentoj 
ne estas stabilaj ・ Tio malhelpas esperanta n movadon en certa tavolo de - 
ĉi-tieaj loĝantoj. Mi do pensas, ke la sorto de Esperanto-movado en Hongkong 
dependas rnir de la &nvj samideanoj. Feliĉe ili havis sian Esperanto-Asocion 
kun 72 membroj. Mi donis al ĝi ĉian helpon, kion mi povis.

Mia esperantista vivo tie havis tre brilan starton, ke mi estis invitita de
H・ E. A. al teokunsiclo aranĝita por mia bonvenigo. Partoprenis ĝin preskaŭ 
kvardek ĉinaj samideanoj, kaj dank*  al tio, mi havis momente tiel multaj n 
gefratojn en la malproksima fremdlando. Poste mi trovis kelkajn samideanojn, 
kiuj deziris lerni la japanan ling von, kaj komenciĝis inter ili kaj mi interŝanĝa 
instruado de Ia japana lingvo kaj la kan tona dialekto. Ili kolektigis en inia 
loĝejo &udimanĉe, kaj la interŝanĝa instruado estis daŭrigita tre plezure kaj

16 (430) facile pere de Esperanto. Tio tre akcelis reciprokan amikecon, mi intimigis 



precipe kun s-ro Ĝolabio. Intertempe okazis la ĉina Afero, kaj ankaŭ ni 
devis ĉesigi la instruadon. Post la ĉeso mi ofte vizitis s-ron Ĝolabio en lia 
vendejo, kaj li akceptis min tre afable, sed Ii neniam victis min. Mi do 
demandis iam la kialon. De lia respondo mi komprenis, ke la Ĉjang Kaj-ŝek 
reĝimo malpermesis al la ĉinoj viziti la japanojn kaj skribi al ii：. Tamen li 
aldonis, ke mi vizitu lin, kiel antaŭe; ĉar tion ne malpermesas Ia ordono. Sed 
la ordeno ne psnetris en la koron de ĉiuj ĉinaj junuloj, ĉar s ro Wong Yuk- 
ling tre ofte vizitis mian hejmon.

En ĉirkaŭ kvar jaroj mi vidis dek-kelkajn famajn esperantistojn. Kvankam 
mi havas nur plezurajn rememorojn pri ili, tamen mi r_e povas skribi pri ili 
•Ciuj. Mi do mencias nur tre interesajn aferojn.

Nia lernejo havis unutagan vojaĝon al Macao, portugal a kolonio, en Majo 
de la antaŭlasta jaro・ Krom la gelernantoj partoprenis ĝin ankaŭ kelkaj plen
aĝuloj. Post trihora veturado sur la maro riĉa je insuloj, ni alvenis la belegan 
havenurbon Macao kaj vizitis Camoes Parkon. Mia kolego s ro T. Sakamoto 
subite proksimiĝis al mi kaj diris abrupte, " Ĉu vi scias, ke tre fama esperan 
tisto aliĝas nin ? " Dum momento mi dubis miajn orelojn, kaj mi respondis, <r Ne 
diru ŝercon!" " Sekvu min厂 dirante li ekiris, do mi postiris lin kun duona 
seriozeco. Mi estis prezentita al s-ro Kinnosuke Nanba. Unuavide mi reme- 
moris, ke mi prezentis lian vizitkarton al nia lernejestro en la mateno sur la 
kajo de Hongkong. Ni apenaŭ atendis la finiĝon de la reciproka saluto kaj 
eksplodigis bedaŭron, ke ni perdis bonan ŝancon de esperanta interparolado 
sur la ŝipo, ĉar ni povus tion fari, se ni ambaŭ ne forgesus surmeti la verdan 
insignon. Nur tiumatene ambaŭ ni hazarde ne portis la insignon, malgraŭ ke 
ni ĉiam surmetis ĝin. Senĉese fluis inter ni esperanta babilado la tutan 
vojon, en aŭtomobilo, dum paŝado kaj sur la revena ŝipo. Tio kaŭzis famon, 
ke mi parolas la h spanan lingvon. Iu eĉ demandis rekte al mi, 44 Kiu estas 
la nacieco de la sinjoro, kun kiu vi parolis dum la vojaĝeto ? M S-ro K. Nanba 
estis tute fremda por la parto prenintoj, ĉar li estis vojaĝanto el Okayama.

Frumatene la 5-an de la sekvinta monato mi rapidis al la ŝipo por vidi 
D-ron H. Vagi, ĉar mi ne povis vidi lin ĝis la mateno, malgraŭ ke lia ŝ po 

.alvenis en la antaŭa tago. Kiam mi atingis la ŝipon, li jam atendis min sur 
la ferdeko. Kun granda danko mi salutis lin. Post la saluto mi rapide 
demandis, ĉu jena epizodo estas vera au ne: Kiam li studis en la Tria 
Kolegio, li estis tiel entuziasma en la lernado de Esperanto ke li forlasis la 
lernadon de germana lingvo. Liaj amikoj, kiuj ne povis resti indiferentaj al 

“lia deflankiĝo, admonis lin. Ssd li restis plu entuziasma por la 1 ligvo inter- (431)l 



nac:a, preterate^tante iliajn admonojn. K am la aliaj havis grandan penon 
en la universitato por lerni anatomiaj n terminojn, dank' al la Esperanto s .udo 
rur li sola estis tute sen malfacilo. Aŭdinte mian demandon, li jesis kun 
milda rideto. Kaj mi rapidis al mia lemejo, ĉar nur duonhoro restis ĝis la 
malferma horo de mia lernejo.

Nun mi ŝanĝos temon por kontaktoj kun europaj samideanoj・ S・ro F. 
W. Ebner kelkfoje vizitis nian urbon el Shanghai, ĉar lia ofico rilatis al ŝipo. 
Ĉiufoje, kiam Ii venis al nia urbo, li vizitis min. Ni do estis tre intimaj. Li 
havis multajn amikojn ankaŭ en Japanujo. Estis frusomere en la lasta jaro. 
Mi estis en la lavejo de u King s Theatre." Tie mi po / s rigardi eksteren tra 
maigranda aperturo de la fenestro; sur la strato multaj homoj preteriris. 
Tute hazarde miaj okuloj trafis s-ron Ebner inter la preterpasantoj. La 
distanco inter mi kaj ii ne estis pli ol kvar metroj, bedaŭrinde nur la fenestro 
baris nin. Dum mi malkontente piedfrapis, li malaperis. Cu ni ofte havus 
tian hazardon ? Ne, ne, tute re! Mi pensas, ke tio estas dia petolado. 
Reveninte hejmen, mi telefone demandis ĉe Y. Nt C. A. pri lia restado, ĉar 
ku ime li loĝ:s tie. Mi ne eraris, ĉar la kelnero 1 ondukis lin al la telefono・

Baldaŭ venis la 21-a de Augusto. En tiu tago mi devis adiaŭi lin, kiu 
estis sur revenvojo al Vieno. Sur la ŝipo, Conte Biancarrano, s-ro Ebner 
r.pete diris, ke okaze se mi havos ŝancon vidi s・ron S. Ŝindo, mi diru al li, 
ke li jam havas la saman opin on, kiel s-ro Ŝindo, kvankam li antaue diskutis 
kun Ii pri la nuna afero. Restigante la vortojn kaj keran saluton al la japanaj 
samideanoj, li forlasis Orienton, kie li loĝis dek-kelkajn jaro n.

Estas fiero al ni havi s-ron F. Braun, kiu venis ĉi t en por presigi 
esperantajn librojn. Mi ŝuldas al li grandan dankon pro diversaj aferoj, 
precipe pro tio, ke li tre afable akce;tis mian peton—kvankam li estis tre

■
okupita—pri la gvido de trimonata elementa Esperanto-kurso. Por produkti 
esperantajn librojn, li estis tiel d li genta. ke li eĉ dum dimanĉo ne ripozis. 
Spite t ion, li gvidis tre bonvole la kurson. Faris al mi ĝojo, ke lia kurso 
e=p .nmtistigis s-ron Ryŭzi Sugimoto, k：u estas gradigito de Meizi Kolegio kaj 
havas la diplomon de instruisto de la angla lingvo en mezlernejo. Iam, 
starante antari geknaboj kiel ilia instruisto, li nepre esperantistigos ilin.

Pro teknikaj kaŭzoj en la presejo, s ro Braun ja havis multege da peno. 
Li devis korekti presprovaĵojn tiel multfoje, ke Ii preskaŭ povis parkere legi 
la tutan tekston. Se ni scias tian penegon, ni ne devas plendi pri la 卩rezo cte 
la esperantaj libroj.

\ 3 (432) Estis la 27 a de Marto en la lasta jaro. Mi ricevis leteron de s-ro Geoffrey



Revan, delegito de IEL en Wrexham (Anglaĵo). Mi citos nur kelkajn gravajn 
liniojn el la letero.

ハ Mia amiko petas, ke mi helpu lin eltrovi la nuntempan loĝejon de la 
persono, kiu dum la lastaj kvar jaroj interkorespondadis kun li. Subite ĉesis 
la interkomun kado, kaj malgraŭ ĉiaj klcpodoj on： ne povas renovigi la 
kontakton. Mi do petas, ke vi havigu informon pri s-ro A. G. We ：ton—ĉu 
li vivas en bona sano ?—kaj la adreson kien mia amiko povas sendi leterojn 
al1?

Mi do serĉis la indikitan lokon kaj sukcesis ĝin trovi. Tio estis granda 
magazeno kaj fabriko de tajloro, kiu situas ĉe 71,Queen s Road Csntral, Hong- 
kong. Mi vidis la mastron kaj demandis pri s-ro A. G. Weston. Li respondis : 
"S-ro Weston estis m:a tre bona kliento, sed jam de longe Ii ne vizitas m:n. 
Mi do ne povas doni informon pri lia nuna situacio, sed mi estas certa, ke 
li laboras sur C. P广sipo." Senprokraste mi viziis la ŝipkompanion, kaj 
fariĝis klare, ke li estas la ĉefa provizisto de " Empress of Russia.^ Mi do 
tuj informis tion per aerpoŝto al s-ro Geoffrey Bavan. Tagoj pasis. Mi 
ankoraŭfoje ricevis lian leteron en la mateno de la 5-a de Majo. En ĝi li 
esprimis sian kontenton jene : "Kun granda gojo mi ricevis vian respondon 
al mia peto kaj tutkore gratulas vin pro via sukcesa elserĉo. La nomo de 
mia amiko, la kore • pondanto de s-ro A, G. We3ton, estas s-ro Hatch. Li 
estas juristo, kun k u s-ro Weston kutime negocadis. S-ro Hatch deziras, ke 
mi esprimu a： vi lian sinceran dankon pro via afab!a helpo. Li estas kontenta
sciante, ke nenia malfeliĉo atakis s-ron Weston, ka li estas plezure surprizita 
de Ia efiko de la esperanta organizo. Li estas tute kontenta pro la sciigo, 
kiun vi transdonis al mi, ĉar nun li povas senpere komun ki kun s-ro Weston.M

Hazarde alvenis samtage vespere la atendita 
ŝipo. Kaj kiam mi vizitis s-ron Weston sur lia 
ŝipo por certigi, li montris al mi leteron, kiun li 
ĵus ricevis de s-ro Hatch. Tiamaniere mia klo
podo kiel delegito de IEL en Hon^kong havis 
bonan frukton.

Resume mi skribas, ke Hongkong estas tre 
interesa urbego ankaŭ por la esperantistoj, kaj 
mi akcentas, ke vizitu zenhezite nian urbon la 
samideanoj, kiuj deziras sperti interesan vivon 
kiel esperantisto・ Estas certe, ke nia urbo donas 
が la vizitantoj sufican kontenton.

Jen alia hazardo !
La redaktoro jus ricevis jenan 

poŝtkart n de Prof- Vagi. pri kiu 
sk 汁as s-ro Nakamura en la arti
kolo.

G：nkainad \9 Aŭg. 21
Kara Amiko!

Survoje al la Kontinento ni 
kunvi is hazarde kaj inter- 
amikiĝis Esp・manicre. Niajn 
sincerajn salutojn al vi sendas.

Hideo Yagi
Jos iro Kubo
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ゝ• 故岡崎靈夢氏

病氣の爲谷大哲學科中途退學。

大正8年東本願寺にて得度,同14 
年大僧都に補せられ,堂班,准上應 

三爭に昇陞,第三印章を授けらる。 

父君の小梅駅徳寺寺務に從事。小 

機佛敎エス會會長。著書エス誌課 

«阿ー育王法誌》あり。昭利15年7 
月17日病歿。享年35.

岡崎さんを惜む

6月7日に岡崎囊夢さんが亡くなられ 

たことを聞されたとき「本當に惜しい人 

を死なしたと云う氣持で一杯になった。

私が初めて岡崎さんと而識の機會を得 

たのは同氏のせ院で佛敎讶年會が創立さ 

れたときのことであった。そのときには 

た¢口而の一好靑年と云う感じだった 

が,その後交際を深めて行くに連れ氏の 

良さと云うものが段々深く印象され,心 

から爲!しみの持てる人だと思った。その 

人柄も高潔で,祁交的にも如才なく,し 

かも情誼に厚い人でもあった。

私共が岡崎さんと小K佛敎エスペラン 

ト會を創立したのは佛敎靑年會をきつ掛 

としてである。氏と色々話す機會を得て， 

氏が谷大在學屮エス語を學ばれたことを 

聞かされ，それではと云うので同志の人 

人と計り,昭和9年の秋,初めて北海道に 

於ける唯一のエス潮體を郃ったのである@ 

當時の岡崎さんはエスペランチストと 

しては未だ初步的であった。しかし驹事 

に热心な人だからエス誘も短日時のうち 

にものにし.旣に講習會を指導する樣に

Ni funebras

なっていた。それからとゆうもの,氏の 

エス詔热は日を逐うに從って离まり,そ 

れは死の直前まで組いたものであった。 

小植に初めてのエス語展5S命を催ほすこ 

との出來たのも氏のお陵であり,足掛5 
年,佛敦エス會を/fんでこられたのも氏 

の綁•濟的,辅神的援助のお蔭であった。

岡崎さんのエス諸生活のうちで最も華 

やかな,そして最も活氣のあった峙代は 

なんといっても《阿ぢ王法誥》のエス譯 

が京都の日本佛敎エスペランチスト職盟 

から出版された叮だった。海外文通もそ 

の填から初められた樣だ。文筆に秀いて 

いたので新聞,雜誌にも書かれるし,n 
分の編瞬している《慈光》紙には毎輯工 

ス話の記事を載せたものだった。

岡崎さんが咋年の秋,病床の人になっ 

てからは第•線と隔絕したが,しかし工 

ス語に對する热意は少しも诒めようとし 

なかった。私共が會の用事でお會いする 

ときでもエス語の話しになると全く别人 

の丈うに元氮付き,私共を驚かしたもの 

だった。•

ともK岡崎さんが二十五と云う若さ 

でこのBtを去られたことは,これから益 

益多難な道を步まねばならない私共北海 

道のエス運動にとって大き.な打繫を央え 

2＞ものと思う。今少しく働いて貰いたか 

った，本當に惜しい人を死なしたと云う 

のが，今私共の一傑に抱いている氣持で 

ある。 脇坂圭治

淺野硏眞氏を偲ぶ

我が國佛敎學界の一方の髓將として仝 

日本の佛敎學徒の尊敬を集めていた,新 

進氣銳の淺野研世氏が不幸病魔に目さ 

れ,數ヶJJ秋床の後悲しくお去る7冃7 
日永眠されたことは,舉界のため惜しみ 

ても餘りあることである。而して同氏の 

死は我々エスペランチストにとっても亦 

大きな損失である。
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同氏が何時頃エス語を學ばれたものか 

自分は知らない。しかし同氏は昭和3年 

から5年にかけて滞歐中エス幣を活用さ 

れたと聞いている.尤も同氏は他の歐洲 

語にも仲々堪能であった。

fi分が同氏と深く知るに至ったのは去 

る昭和9年7月東京で第3回汎太平洋佛 

敎靑年符大會が開催された際であった。 

同大會はエス語を公用語の一・にしたが, 

この決定なども布哇に初ける第1回大會 

の決議によることでもあろうが,好村春 

輝氏（當時佛靑聯盟匸事）や淺野氏,友松 

側諦氏,小谷徳水氏あたリがこの決定に 

何等かの推進力となっていたのではない 

かと思う。

淺野氏は同人會で私にむかって佛敎界 

に大いにエス語を活用しようじゃないか 

と力强い言葉を述べられたのであった。

その後間もなく同氏は全日本佛敎青年 

聯盟の中に新設された國際佛敎通银局の 

悴がとなられ,月刊『国際佛敎通報』の 

編構が務に當られ,その創刊號（昭和1〇 

年4对發行）に何か書くようにとのこと 

で,自分は Budaismon per Fsperanto 
とゆうエス語論文を寄稿した。（同誌は英 

文で編輯）その後每號エス文を一篇位入 

れてくれた。柴山慶,中西義雄,竹内藤 

吉の諸氏が寄犒された。

その後同誌に淺野氏の茗書『佛敦社命 

學硏究』の卷頭の一章「佛敎社會學の基 

礎槪念］とゆうのをエス譯して連載する 

ことになつた。

佛敦紅？?學とゆうのは同氏が初めて提 

唱しfitに問うたものであるので同氏门身 

もこれを最も學的の著述と目しておられ 

た。それで右の雜誌に連載のエス澤は後 

にー册にまとめて Fundamentaj Kon
ceptoj de Budaisma Sociologio として 

出版され,歐洲エス界に發送された。

このエス-譯が誌上に連載された時課稿 

の術語その他についていろいろ御相談が 

あったので自分は毎JJ 一回以上佛靑聯盟 

へ同氏を訪問したのであった。

その頃同氏は佛敦學院とゆうのを經營 

されていたが,そこでエス語の講習命を 

やりたいといって扌0られたが,その後滿 

洲やシyムに行かれたりして萇だ多忙の

故淺野硏眞氏

明治31年7月25 H2feo大正12 
年日本大學文學部社會科卒業。昭 

和3年7月渡歐,5年までパリ大 

學文科在籍,諸國視察J昭和口年, 
外務省文化爭菜部の補助により， 
滿洲或,中華民國視察,12年7月タ 

ィ國へ佛敎使節。仝日本佛敎靑年 

會聯盟理爭。
昭和14年|7 JJ 7日歿。享年42け

ためこの話はそのままになっていた。咋 

年は支那へ!?かれたようであった。

同氏は京都だったかで開かれた日本二 

ス大會の佛敎分科？?に出られたこと电あ 

り,昭和1〇年の・名占屋のロ本エス大會 

では敎化會餡での普及講演會の器帥とし 

て來名され厂エスペラントと佛徒」の題 

下に热辯をふるわれた。

同氏は見るからに蒲柳の質で時々病床 

に親しまれていた。しかも同氏はオ氣渙 

發口八丁手八丁とゆうも過言でない,實 

にエネルギーアな人でドシドシいろんな 

筑述を發表されていた。

少壯有爲人いになすあるの天禀をもた 

れた同氏が若くして逝かれたことは何と 

いっても惜しいことだ〇我がエス界の爲 

にもまだまだ大いに働いていただ;くこと 

ができたのだと思うとまことに适憾にた 

えない〇

ここに同氏を偲び御遺族に對し深く哀 

悼の意を表阴する。岡ホ好次

二"*^:• リ (435)



中等敎育における外國語問題の再檢討
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工天ペランティストはこう畫え6

外國語敎授は必要である

姬路离等學较敎授多田齊祠

“日本語を口ーマ字で,日本式の门-マ字で''と歌う仲間に加わってから23年，“日本人に 

は日本語で,外國人にはエスペラントで''と端書や封筒に刷って使うようになってから22年 

'とゆう長い年月が私の上にすぎていった。

かくて日本人dosiはRomazigaki Nippdngoを使い,外國人に對してはEsperantoを便 

ってYo w〇 tasuと同時に,日本語をRomazigak iによって外或へもc si hi r omer uとゆうの 

が,私の長い間の希望であった力;,今では,以前にみ瑜して,Romazi Nippongoヵ:日本人の 

問ばかりでなく,外國人に對しても使用さるべき日の一日も早く來ることを待望している。

この心の持主が,“中等學校の外國語を如何に取扱うべきか''とゆう問題を與えられて,心・ 

saka mayotta のである〇

我々日本人は，字胡の全く或は殆ど不明な文字がzurari並んだ新聞紙を毎日見せつけられ 

て,中等學咬で5-60%,大學で7七0%の近眼を作る大きい原因をなして居る一方，Radioで 

は，仪岡花子が“八幡樣のKeim厂といい,徳川無聲が''裏山から水を引く Ka讷“といい, 

ラヂオ小說''野戰病院''の放送者力:“ Ho加''だの“Honob。"だのと言ったり「るような

のをsyottyaきかされている國民なのである。

まだまだ國語園:識が皆無だといってよいH本人に，日木語に對する關心を高めてやることは 

依然として，二十餘年の昔と同樣に,喫緊の急務であらねばならない。Radioて堀英四郞の基 

礎英語をきくと,Ego !> 90點以上でも，その日本語は70點もどうかと思う。

私は,katue,度々,中等學校の英适廢止を,口にもし,筆にもした。これは外或語を排斥す

るのではなく,ドイツ協可とか,曉星校とかゆうような,幼稚園から外國語を叩き込む學校も

吃要であるが, 日本國民全體が, 英・獨•佛語に惱まされるべき suziaiのものではないとい

ったのである。と同務に壬た高写學校の敎授耍目には,言語學の一科を如えねばならないこと

を主張したのである。

-------ーー問 題----------

たとえば,つぎのような問題について,な 

るべく.國民の將來とゆう大励的な見地から

1. 中等敎育における外械!話は必憾かどう 

か,その理由。

「么 現在,その外國語が,特に英語を意味 

するものであることの批判。

3. 中等;敎育にエスペラントを璋人すろと

(436) すれば,その口的，カ法,導人Q具骼的丁•段。

私自身35年間Eigoを勉强し,人にも敎 

えて來たkeiken上,J1又,最近歐米各國を 

巡歷した體驗に照らして,以丽,長い間抱い 

ていたやうな,單純極まる机上の空論でなし 

に.世界の實狀をも加味して,要「るに，中 

辱學校では“外國語を課する必要がある''と 

私は信ずる者である。それは,今日のように 

英語を每週5時間から7時間tatakikomuの 

ではなく,言語學のような形式でも匸い，英



語でも・卜•イツ語でも.フランス話でし イタリヤ語でも,支那话でもよろしいが,その何れ 

か一つ.又は,その中の二三を選ばねばならない。一國語につき,200の琨語と數十の單文と 

で結構である。口と耳とでwakaru Kotobaを敎えるがよい。

て，日本語に對するikita Ky6ikuを施さなければならない。 

ろうけれど，世界に於ける日本わ現狀とゆう實際を君慮して, 

學校に於て果さなければならないと思うのである。

Esperantoが前記の外國語の中に加えられて,何れか一つ，

に數えられるのには.國際關係がそこまでそれを引上げてくれた時から始まること勿論である。

そして比較對照することによっ 

それは若ければ若い程よいであ 

少くとも髙等學校より若い中警

又はその中の二三といったもの

心を虛しくして語れ

芝中學校敎旅山崎弘幾

滿洲事變•支胖事變を契機として,いま日本は國際的に國內的に政治,外交,經濟等々あら 

ゆる方面に一天轉換，展開が要求されている。

興亞の大業と云い,東亞新秩序の建設と云い,生やさい、改菁や御座なりの覺悟で出來る密 

ではないからである。そこで世の中には各方面に現狀打破.新局面打超の工作や努力が績けら 

れているが,一方には又單なる懷占主義的な思想が底流をなして凡そ改革からは遠心力的な存 

在として頭を擡げている事も見られるのである。改革の難かしさは何時の世の中でも變りはな 

いのである。 : • . .

自分の職掌抽，敎育の方面を見るに一大改革を要すべき事が澤山あるが,とりわけ國字國語 

の問題と外國語の間題は一日も早く思い切って大改革をしなければならぬと思う。もし此の儘 

に放任すれば國家の大損失であり・日本の推進力を半滅させるゆゆしい問題だと考えるのであ 

るが前者は此處で取上げるべき問題でないから省いて,需められた中等敎育に於け召外口語問 

題に對する卑見の一端を述べて見たいと思う。

先ず第一に外國語は日本に必要かどうかと云えば,それは勿論必要である。けれども必要な 

ことは世の中に澤山あるのだから此れをどの程度に,どんな風に収り入れるかヾ問題なのであ 

る。そこで之を中等敎育と限定して見ると,私は槪括的原則的には不必要だと云わざるを得な 

い。併し商業學校の樣な所では多少話すとか書くとかの土臺を敎えてもよいし中學などでも將 

來の基本毘度には惡くないから1週3時間程度の授栗は許してよかろうと思う。只今の樣な全 

授業時間の3分の1も英暦に費し しかも上級學校の入學試蜜の難關である所から實際に中學 

生などが英語に費す精力は全力の半以上にもなって居る狀^をL【擊する吾々は何とかして早く '

之を打破しなければ,將來の日本を摊うべき靑春を毒し 國家百年の大計を誤るものとして大 

薛疾呼せざるを得ないのである。勿論明治初年以來,我國は歐米の文物を吸收するのに急で何 

を放瞬しても先づ外國語を學び之によって短い年月の中に急速の進步を來したのである。その 

痔代に拓っては外國語を能くする者は優位を占め立身出世の緖でもあったから自ら進み希望を 

確實に睨んで猪突したのであるが今は全く卒情が異るのである。明治初年時代には學校の數も 

少く中等學校以上に舉び得る者は選ばれたる少數者であり.,今の樣な國民敎育的色彩よりも特 

權味翌かな人材教育的色彩に富んで居り，本人としても惠まれた矜持の上に時代の波に乘って 

彼岸をめざすには苦痛を感じなかったのである。 （437）



今も猶此の時代の夢を追うて中等敎育から過应の外顾語を擁護する人達がありとすれば,時 

代認識の缺けた愚倫と謂わざるを得ない。

然らば議論を本道に旋して今假に中學校に於て外國語が!週3時冏以內に滅ぜられたとする 

と，それに附偕して改めなければならないのは先ず單位である。今まで英語科を分けて,譯讚• 

文法作文•習字及書取向話などと3單位にもしてあるのは不必要と云うよりも他の學科との關 

係上弊害がある。それで之を1單位として英語ならば「英豁」と云う1單位にすべきだと思う。 

そして小學の如きは譯認を主として他は之に附隨的に取扱うことを主張したい。商業學校の如 

きで，會話•作文を主としたければ他はそれに附隨させねばよいであろう。

論者或は云うであろう。現在の如く多くの時間を费し鞭ち鞭ってさえ5年間に得る所何もな 

いのに,そんなに減じて何を得る力、，然かも君は外國語は日本に必要だと云う。得る所真きも 

のを持って之を必要に展開する方途如何と〇

之に對して私は答へる。1週2時間の援菜を以て外國語に堪能な者,好きな者は相當に學力 

を伸ばすことが出來る。假令學力の程度は低くても自分は此の方血に向くと云う信念は附く。 

その自信ある者は自ら和棘を開いて修めようとするのであろうから,國家なり府縣なりは土地 

柄に應じて,外國鉛の舉校を作り中等程度,專門程度の課程を置いて右志者を收客するが宜い。 

これは短期速成をめざし 入翠を筋易にし,中等學校に進み得ない小僧でも番頭でも入り得る 

學校であるのも宜しかろう。その爲には,畫間の學校に併設に夜間授業とするのもよいであろ 

う。

何してもこ扛は自ら進んで修めようとする篤志家だから,うんと維うち學力を進める方法を 

とり必ずしも年月によらず試煦制度で級を進めるがよいと思う。

兎に角,種々の程度の此の種の學校が出來るとすれば,數十萬の中弊學生に今まで無愆味に 

失わせた學力は潑刺とした形に於て國家に酬いられるであろう〇

最淺にこれとは別に中等學生そのものの外國語の學力を進展せしめる甫耍な方策がある。そ 

の結論を云うと,中零;尊校;ニエスペラントを溥入することである。試に1週2時間2ヶ年間を 

之に充て,3年以上に英語なり他の語學を充て、兒よ。必ず5ケ年を通じて授けた學力以上の 

ものが得られるのである。これは外國に於て旣に試驗濟であるばかりでなく吾吾はエスペラン 

トの講習に携って自倍を以て此の事を云い得るのである。何故にそれが可能かを疑う者は，行 

きがゝりのつまらぬ嫉視や誤解を捨てゝエスペラントの本質を探って見よ。そこには西歐語の 

基礎として币・要妥當コンクリートの如きものを見出すであろう。その上の建築は各自の好みに 

任かせよう。今迄云い漏した女子中等校の外取語問題もエスペラントを課する事によって解决 
するであらう。 ・ : ?負ド ;

今や日英會談は決裂し 日米通商條約は破棄され,防共協定影簿れて獨ソの條約新なるを聞 

く時,誰か一個の生活の爲に舊制を猶良しとするか。國家の爲に心を虛しくして語るべき秋で 

はないか。

わき道の値打ご作法

• イシカオサム

甘（438） 中等學校の外國語問題について私の言い?る所は,責任のない位置にいる1エ沢ペランチ汽 



＞としての私見にすぎない。

中等學校における外國語が問題とされるのは,ニッポン人の敎育はニッポン語でやればよい ・ 

何も外國語を習う必耍はないとするいわば思想的根據にたつ意見,及び,外國語舉習の價値は否 

定しないが實際に効果をあげていないし又あげさせ得ぬから，これをよすか減「力;よいとする 

いわば技術的立場に立つ恿見——この二つに基くことが多いように思はれる。そして外國語力; 

問題とされる時には專ら消極的・否定的娥點から論ぜられるのが常らしい。

こ、で私はエスペラントの思想的根據を顧みて見たい。ごく常識的な見方ではある力;，國際 

的な問題を取扱う立場を分って三つにすることが出來よう。卽ち現在の國民(nacio)とゆうも 

のの否定の上に立つSennaciismo;現存の國民の絕對・化を要求するNaciismo ;玖在の諸國民 

の共存共榮をRざすInternaciismoの三つ。・そして過去ならびに現在に於てエスペランチス 

トがもつばらこの最後の主義に立つものであったし乂そうでたくてはならないことは明かだ。 

いやエスペランチストのみでなく,現在のシナ事變を斷じて帝國主義戰爭たらしめず,協同22 
の名を以て稱えられる東アジアの新秩序建設の序曲たらしめようとするエッボンの政治もまた 

同じ方向を目ざすものときわなくてはならない。たとえ完全なInternaciismoの世界の出現は 

なお未來に屬するとしても,今ではこれに基かずしては世界に國をたて得ないのが實狀である。

この立場から中等舉校の外國語問題を眺めると答は彩のずから明かである。卽ち狹義の國氏 

敎育・・に妨げとならぬ限り外國語の學習はますます獎勵すべきものだ。これによって國際的理 

解を深め得ることは晞かだし,國際的理解は1nternaciismoの成熟の大切な條件だから。又そ 

れだけでなく狹按の國民敎育の一部としても外或語敎育は必要で热る。いい占された事ながら… 

外國語に接することによって始めて口國語の姿を'かえりみることができる。阈語問題としての 

〇-マ字論發展の經過はそのよい實洌である。

ところで實際問題として言えば,狹義の阈民敎育を妨げぬ範関て外國語のも効な敎授をなす 

ことがかたく，だからこそ技術的只地からの外國語敎授否認論が絕えないのであるちしい。そ 

してこゝに諸外國語學翟の段階としてのエスペラント登場の門戶が開かれるq

これに關する1935年9月のしa Revuo Orienta特輯號を見ると,諸家の愆見は，瓦任の 

中等學校の鼠:初の2年もしくは3年間にエスペラントを課することによって外國語學習能率を 

大に高めることができるとゆう事に一致しており,現在に至るまでエスペランチストの側に於 

てこの見解に何ら變更の必要を見ないようだ。問題はたヾ' この見解を一身殳に是認せしめ採用せ 

しむるにある。 .

然しこゝでエスペランチストの注意しなくてはならないことは,エスペラントをこうした見 

地から扱うことは決してエスベラント運動の本道でなく,た¢方便的なわき道にすぎぬことだ。 

上の雜誌に當時カナザワ商業の2年生の越野芳雄君が書いている厂いずれにしてもザメンホフ 

博士がエスペラントを创虫したのは,英語其の他の外國語習得の便宜を計る爲でなく，世界の 

平和を計る所に目的があるんですから，我々は今ではエスペラントを英語習得の傭に利用「る 

なんて小さな考をすてい 大いに外國通信をやって他國の同志と固く手を握ってその目的達成

* Cニッ・ンではSennaciismoが•般の問題となったことがない直に,この槪念に對する 

十分な認識がなく,從ってInternaciismoの念の…部を「風家主義」のうちに含ませたリ， 

乂 Sennaciismoの槪念の一部を厂國際主義jに含ませたりしているようだ。だからこゝでは 

誤解をさける爲に转にEsp.を使うことにする。;) も
*・威民に國內生活で必要な敎養を與える敎疔。鑽國咗代にはこれを以て事たりた。 3 



の一助とせねばならないと思って居ますことゆう意見は.中等學校の外國語を論ずる場台に犬 

に傾聽の要がある。たヾエスペラントの理想は人類の現狀からおして100年や20°年の近い將 

來に實現されるようなキボの小さい理想とちがうので,それ迄の過程にはわき道に人ることも 

許されるし又必要な事もあろうとゆうにすぎない。

ところで,わき道を行く時にはおのずからわき道の作法がある。外國語學習の階程として耍 

求されるのは國際語エスペラントよりも寧ろ人工語エスペラントであり，これの導入の問題は 

エスベラント建動よりもむしろ英語（その他の外國語）敎授改革運動であることを先ず承知して 

いなければならない。從ってその主動者たるべき者はその外國語の敎師たちであり,エスペラ 

ンチストはその協力者の地位にたつのが本筋だ。この點の認薇と.その認識に立っての準備力: 

今まで不十分ノ〉キライはなかったろうか?たとえばエスペラントの言語的性格をのみこませる 

◎にいる最少限の單語數やのちに習う外國語と關聯しての語斑わ硏究;この方面でのf驗（た 

とえばトウキョウ府立第六髙女でのそれ）の資料を集めその敎育的見地からの報吿を世間にひ 

ろめる努力;同樣な實驗をより大きいキポで公に行われるように連動すること;なかんずく諸 

外國語の敎師に對してこの實驗が決して彼らの生活を灣すものでない事をしらせ,彼らの立場 

カ、らの積極的參加を勸誘すること,など。この哎驗にあたるにはそれらの外國語敎師たるエス 

ペランチストが最適任であることを思えば,徒に英語排斥などを叫んで彼らとの間に感情的對 

立をきずくのは極めてまずい事だと思う。Cこれはモチロン今の中等學校におけるイギリス語偏 

重を是認するものではない。）

• 要「るに本道は本道》わき道はわき道。わき道をゆく時にはわき道の作法によることが目的

に逹する上に有利だと思う。なお諸外國語にかえるにエスペラントを以てせよ匕ゆう本道的主 

張に敢てふれなかったのは,その機が未だ熟せぬ事を顧みてのことである。

中學校へのエスベラント導入の第一步

栃木縣立眞岡屮學校孜;喩比留間恭平

中等敎育に於て外國語を課することは是非共必要であります。それは社會が敎養の上からも， 

實生活の上からも要求して居るからです。

現在中學校では1週7時間內外の英語李習時間を課して居り,正課として最も時間數の多い 

課目の一つであります。それで生徒の成績不良者の99%以上がその不良成績科目の中に共通 

に斯の英語を持って居ります。

上級學校で英語を重要視して居るので自然その人學試驗に於ては重要科目として加えられて 

居り,そのため中學校で過分の時間を之に割き,尙も不足を感ずるとゆう有樣である。こんな 

に外國語.特に英語を課さねば文化程度の高い國曳を造り得ないのであろうか。

兎に角この現狀を改めるには現任の學校制度,むしろ習慣を根本より變える必要がある。特 

に咋今ノ・如き時局,この狀態は今後相當長期に亘って績き,それのみならずこの狀態か:停止する 

とき,卽ち新東亞の建設が完了される曉には今とは全く打って變った世界となるべきことが想 

像されます。旣に日英東京會談が日本語で行われているとゆう有史以來の出來事が瞑前で實演 

されておる今日です。最早外國語卽英語，英語卽外國語とゆう御維新當舟の世界＞ 日本でない 

、皿））、信じます。で いーマ字で逬いてあるものはすべて英語としておる輩が人部分であります ， 



惰性は恐しいものです。現在吾々の日常語に入っておる歐米語の大部分が英語であるのを見る 

とき止むを得ないことです。

火學,專門學校を出たあの大部分が外國語の文献を讀むことの必要あることは恐らくありま 

すまい。何のための外國語で込るか,必要以外の別の原因でかくも手のつけられないようにな 

ったものであろう〇この嵩じた病を治すには相當手間取るでありましょう。

上述のように外國語卽ち英語である時代の考文方の恪性が昭和の今日にまで續くとは實に驚 

くべきことでありますが,之につきては他の方々より論ぜられることでしょうから,次に中學 

校へエスペラントを導入することに關し愚案を述べさせて頂きます。

吾々がこの導入とゆうことに於ていつも困ることは第一にこの言語が餘りにも若齡のためか 

文化的背景の少いことであります。これは一朝・タて翌富な文献，著作を與えることは曲來な 

いでありまLようが,又之を多くするには,どうしても斯語を硏究する人が多くなければなりま 

すまい〇その第一條件たる人饥資源が必要なノ】でありますので,・それには中等學校で之を養成 

することが最も捷徑なりと倍じ主す。第:には,英語科敎師の認識斤足であります。エスペラ 

ントの國際語としての優秀性を彼勞のすべてが認めて居るようですか:殆ど斯語の眞の姿を知っ 

ていないようです。又地方の英語敎師は,大變失禮な言分ですが,今迄の・隋性で動くだけで新し 

J流に少しも棹を入れることをしな• ・〇私は英語科擔任でありませんので深い内慕は知りませ 

んが,どうもそのようです。すべてこれは敎饰のみノ責任ではなく，學校制变の前述の讶肓に 

入った病に原因するのでありましょう。

中學校では,英語の難物なることを理解し始めるのが大體第3學年頃^らのようで，この頃 

時間の相間に一寸エスペラントに話がふれると，たちまちにして英語全廢の聲が湧出すのです。 

この一事を觀ても確に英語がむずかしいもので,寸利のない苦痛を生徒に與えていることが知 

られます。

エスペラント溥人には,どうしても英語敎師に働きかけることが必要であり，之で十分であ 

ると考えます。學校の方針として譬'え隨意科「1として導入するとLてもこのことは是井必要で 

す。エスペラントの敎師がそのまゝ英語の敎師でめれば現任の英語敎師の生活に少しの不安も 

與えないですむことは明かです。 、' ''、送:;

エスペラントを英語時間の一部に揷人するとき,決して生徒の負擔を增さす,むしろ現在・よ 

り輕滅され,且つ多大の利益を齎「二とが豫期されます。周知の如くエスペラントを習得して 

居れば,英語を中學校で習ったより現在に於てさえ，どれほど役立つか知れない。このことを 

英語敎師とゆう方々は少しも御存知ない。勿論中には相當多數の方が,之を理解しておられる 

が，現在の制度上止むを得ないのを歎じられておる。しかし大部分は採るに足らない愚論を吐 

くのである。

現在のまゝの形C制度）では,希環者を募り，第3學年あたりかわ敎え始めると大變能率がよ 

いものと考えられます。,それは英語、外國語）の基礎が相當出來て,そ・難物なるを知り始め, 

新規なものに對して相當魅力を感ずる時期であるからです。エス語の一力はこの程度の英語の力 

にはすぐ追いつけます。少し席次の上の生徙では實に上逹が逮い。第一種，第二種制（4年か 

ら分れる）.のあるところでは,第-種生に對いこ行えればよいのであるが，事實上どこでもこ 

の組へは劣零者が集るので一寸困為又將來を考えると第二種生〔受驗組）に行うのは艸によい 

が，受驗の爲フ;英語に追われて,これも特別の能力を有するものでないと期待がうすいと思い 

ま几それで3年から始めるところの哽驗英語の學習にも相當の利益を附加する穆匿にまで工 (441



ス語の力を附け得ましょう。

以上は誠に消極的考え方ですが,目下の學校間の關係を生かし,又之を利用して導入するー 

案でして.淺薄,菲賤な考えですが,御參考になれば幸いです。 ・..

結局現在のところ正式にエス語を導人・るには斯語を識って居る人が妙い。英語科敎師の斯 

語に對する見識を擴大し,改めることが急務。現在のまゝでは第3學年（理由前述）より英語敎 

師の諒解を求めてその英語時間の一部を之にあてるか，放課後行うかして,實績を具現するこ 

と力;よ、、と考えます〇

目 下 の 急務

智山專門學校講師渡遽 宏

外國語豊習は是非必要i國の文化が進展する時は常に外國文化と緊酒な關係を持つ。獨り 

我國のみならず偉大な文化の果實を結んだ國は他の諸國の精華を受納し同化するか,若しくは 

進んて此を反撥することによって自國の册芽を助艮成熟させたのでああ。自國の固有文化が諒 

りにも貧弱な場合には往々他の爲に全く壓倒され文化的屬國の地位に甘んじなければならなく

なる場合も.あるが, 苟も確固たる國民思想の中心を冇する國家ならば敢て口ら進んで

に自己の文化財を曝して更に磨をかけなくてはなるまい。我國に於ける外來思想は占來の佛敎: 

儒敦を始め近代の西洋文化に至るまで,悉く自家藥籠中の物となして全く同化して國氏の日常

生活の中に取入れ之の間に我と相容れないものがあれば排泄している。加之現在としては我

の文化を進んで海外に紹介することが目ドの急務となっている。國際的に實力を示すにはーに

は之の文化財による〇諾外國が我 の文化事態に甚だしく無知であることは最近になって今更

の樣に懲かれているが，正確にして詳細な紹介を怠ったのは誰の責任であるカ、。理想としては 

日本語を世界に普及させねばならないが,此爲には日本語を學ぶことによって彼導が如何なる

利益を得るかを先ず知らせなくてはならない。此事は唯に少數の厂選ばれたる人々」の乎によっ 

てのみでなく,少くとも知識階級の各人が其々手を盡すことが必耍である。現下の事態に於い 

て中等學校否之れ以上高等の學校の年業者が自國語以外では意見を發表し乂は自國の文化を紹 

介する手段を有しないとは何と不便なことであろうか。外國語の知識を全く缺くことは自國語

の發達をも阻止する。己の家庭より外に出たことの無い者には我家の負の善さが解らない。自 

國語以外で思考することの出來ぬ者に自國語の長所が解らない。例えば今日のドイツ語を完成 

したものはルッテルとゲーテであると言われるが此二人は何れも外國語に理解を持った人であ 

る。此意味から見ても國語の發達を拒導すべき知識階級は是非とも外國語に對する理解を必耍 

とする。但し中途半端な外國語を學習しそれで足れりとする人には6!國語に對する認識を誤る 

場合も生ずる。能文家として知られる文壇の雄力:厂誰か切符の切ってない方はありませんか」 

とゆう日本語の表現を文法的に正しくないと論じ同じく文壇の大家が此に同意しているような 

滑稽な誤解などは半可通な外國語の知識を國語に强制しようとした一例である.（厂切符の切っ 

てない方」は直譯すればpor kiuj la biletoj ne estas truitajて國語としてはpor kiujは 

略するのが原則である。）かくの如き誤解は外國語を正當に理碑すれ•ば,生じ得ない筈である。 

否寧ろ此事實;ま現在の學習方法では外國語は勿論國語さえ充分に認識するに至り得ない一例と 

442）見ることができる。生半可な外反語學習は斷じて不可こある,外國語は是非充分に學習しなく 



てはならない。

タト國語の選擇 現在我國では外國語と言えば英語と考える程にアングロサクソンの國語力:普 

及されているが,之の効果はどうか。中等學校卒業生は固より,十年の星霜を費した筈の大學 

卒業主の何フ・ロッエントカ;此を實用に供すことが出來る力\。如何なる英語勇自E論者でも此事實 

を否定することはできまい。勿論この責任の一部は現在の敎育方法にもよるが實に英語そのね 

のの持つ特質にもよるのである。凡そ外國語學習には二つの困難がある。一・には自國語を離れて 

思考することの困難,二にはその外國語の持つ歷史的複雜さである。此中第一の困難は濁り英 

語に限らず，如何なる外國語にでも（エスペラントで\も）珀纏う厄介さであるが,此は（特に 

年少苦）の頭腦の訓練として極めて有益である。（・洌えば最近まで歐洲の諸舉校ではラテンが龙 

の目的に使用された。）併し第二の困難は特に一定の國の文化に興味を持つ者でない以上に勞し 

て益が少い。すべての自然語はその國語自體としては歷史的必然ミを持つとしても他國人には 

偶然の惡戲としか思われない樣な複雜さ,非論理的な表現方医がある。若し英國に居住するか 

英國人とのみ話すことにしたらば,その歷史的殘存物は極めて自然に見えることになろう。こ 

うすれば英語が第二の母國語になるわけである。併し我國の事情としては學主丞徒がこれをど 

こまでも外國語として學ぶのである。隨て非論理的表現は何時までたってもぎごちなく感ずる 

のであるc國民道徳を舉び國語を學び國史を學び自然於ト學の手ほどきを受ける中等學校の生徒 

にその匕この負擔は無理ではなかろうか。外國語學習が必耍であるとしてもせめて此第二の困 

難を第一の困難と併せ苦しむ現狀から解放する方法が無いで更ろうか。それこそエスペラント 

だ。エスペラントは言うまでもなく論理的であり且つ情操的な語法を持つ。若し我國の中等敎 

育に此を課するならば現在の英語學修の半分以ドの時間で完全に修了し得る。〔我國の立場から 

見た外國語舉修の難易の程度を知るには手近い所では白水社の第一步叢書の各國語を比較して 

見よ。）餘分な勞力を費して役にも立たぬ程度しか學べぬ英語と僅かな時間で完全に習得できる 

エスペラントの何れを採るべきか。而も若し全國の中等學校卒業生がエスペラントを實用に供 

し得るとしたらば我國文化の海外宣揚に『［接間接に如何なる好紀果を'齎すかは期して待つべき 

である。その上この國際語の普及によって我國話の長所岳所が明瞭に羸識され健全な國語の發 

達に資す點に關しては殆んど諭ずる餘地があるまい。

國民的矜持と外國語學習一定の外國の國語を學習する際に動々もすれば外國崇拜ノ）弊に墮 

め易い。但し此事は輕薄な人士にのみ見5'ゝることであって口の硏究者に於いてはあり得ない 

ことではある力:年少な子女にあつ.ては全く此は耙憂ではない。元來國語はその國の文化と不可 

分なものて£って英語を好む者が英國人に媚を呈したがるのは人悄であり乂語學硏究とゆう立 

場からはそうなくてはなるまい。英語に上逹せんとする者は宜しく英國人を祟拜しその擧動を 

すべて揆傲するがよい。それが學脅の^2道だ。佛躅みな同樣である。特に英國の歷史,英國の政 

治經濟,英國の機械工學誓々を舉てんとするものがその國語を學ぶべきことは固より當然であ 

ろうが,厂一股敎養」として此に多くの辅力を費し此に隸屬的に感ずる必要が何處にあるか。舉者 

は印度人と相談事に英語を用うる必要のあった際に寧ろ息苦しさを感じた。此に無神經で居り 

れる日本人があれば何をか言わんやである。筆者は語られる場所により卽ち日本に於ては日本 

語を.英國にあっては英語を用うることを理想と考える。止むを得ない場合は中立語で問に合 

わせるがよい。（嘗てち〉るドイツの大學敎援.）:ドイツの鐵逍內で英語新聞を績んでいた。居合せ 

た英國人がDo you speak English ?と尋ねたに對してNein !とどなったとゆう。）遠慮は無 

用。日本人に來る外國人は日本語を習うべし。短期滯任ならば止むを得ないから此方でも中立 4£ 



語まで步み寄ろうではないか。

エスペラントの普及方法 將來に中等學校に於ける□然語の外國語を全部!®止し 現在の半 

以下の時間數でエスペラントを學ばせる。此で國民の中樞部分は對外的交涉手段を持つことに 

なる。高導學校大學豫科で始めて英獨佛其他の中の一國語を學ばさせる。現在の如く英語5年 

間の學習後3年問で獨佛語を學ばせることから見てもエスペラント修了後ならば大學で必要な 

だけの自然語は3年で充分に出來る。此が理想案であり近い將來に是非そうさせたいが直に實 

行出來る方法としては次の如く考える。第一。高等學校大學璀科入學試驗及び各種の採用試驗 

の外國語としてエスペラントを認めること。此さえ實行できれば學習容易で便宜なエスペ:ノン 

トに追々移って來ることは自然の勢である。第二。中導學校の初年級でエスペラントを採用し 

中途から英語を加え初年級から英語のみを學んだ者と々優劣を比較する。此もエスがラントの 

機Rさを實驗的に證明することが出來よう〇第三。女子中等舉校及各種補習學校では即刻三スペ 

ラントのみに改めること。其他對社會的には色々の方法があろうが,學校關係としては以上の 

3項を第一步とすべきであろう。併l更に根本問題として中等敦負諸氏の協力を是非必要とr 
るので,此方面で大に考究すべき黠があろう。

反對論の吟味 反對論者は言う。广日本でいくらエスペラントを學んでも外國人の使用者は少 

いから無益である。一此に對してはこう言いたい。筆者の聞知している範圍だけでも厂日本に行 

くから少し英語を習っておこう」と言う歐洲人が數人あった。若し此が厂日本に行くからエスペ 

ラントを」に變ればどれだけ彼此の便利が增すことであろう。日本人が交涉を持って彼此 利 

する歐米人，又は日本に來よう,日本のことを勉强しようといふ程の歐米人ならば,自阈語の 

他に少くとも何れかの外國語を知っている場合が多い。その人がエスペラントを學ぶことは極 

めて容易である。厂日本では中學主でもエスペラントだけは知っている」とありたいものであ 

る。英國人や獨佛人よりも我々の方が中立語を提唱するに都合よい地位にあることは永田秀次 

郞氏も言って居られる。日本を英語國（而も話すこ］とも出來ない英語國）にしたのは誰の責任 

であるカ、。通信によって特殊題目に就いての資料を蒐集する段になると,現に世界のエスペラ 

ンチストには各方面の知識階級を網羅しているから,一自然語によるよりも數务の効果が擧げ 

られる。此點から見ても使用者の數よりは慣質を考慮すべきである。反對者は乂言う「中立語 

は不自然な言集であるから敎育上面白くない。一此に對してはこう言う。英國人と話もせ『それ 

で書くことも出來ない間は英語と雖も不□然であり作為的な感じをしか懐かせない。而もエス 

ペラントが人工語であることは周知の事實である。「專問硏究の役に立たぬ」と言う反對もあろ 

う。成程エスペラントの專門文献は今日では尙少い。（實際は漸次その數を增し次第に猿いつつ 

ある。）だからこそ筆者も犬學敎育の準備としては尙暫定的に白然語を課すべしと言うのであ 

る。併しそれ以下の程度で現在學修している自然語がどの視度に役に立っているか。H乂始め 

から外國蒂とは變な物とゆう頭で習っている現在と,前述の如く因難の克服を・:期に分つのと 

何れが專門硏究書の讀書力を附けるであろうか。而も就述の如く直接海外のエスペランチア、ト 

との通信によって專門資料を集めると云う段になると到底□然語の比ではない。更に反對者は 

言うであろう,「エスペラントは歐洲語の基礎の上に立てられたものであるから東洋には東洋的 

な國際語を必要とする」と。誠に尤もである。東洋的な國際語が出來れば我々として此に越し 

たことはないと思う。併し東洋のザメンホフの出る見込が當分はなさそうなこと,乂實際問題 

として種々の語系が錯綜している東洋諸國語から一の國際語も形成することが困難なこと等の 

444） 事情が存する以上,E!言語學上の問題であるが將來試み得る人工語は悉くエスペラントを某礎 



にしてのみ可能であるとゆう學ほの推論から見ても我々は是非とも,エスペラントの採用から出 

發しなくてはならないことは明瞭である。就駐日シャム公便が東洋のエスペラントの必要を說 

いたと當時新聞紙に報ぜられたが我々もそれを痛感する。併し現在有用に使用さるべき靑少年 

の耕力の人部分が半可通の英語學習に浪費され瓯々もすればアング□サクソン崇拜遨を煽り立 

てるとゆう目下の切迫せる時期に於いて荏苒將來の福音の來る日まで手を拱いているべきでは 

ない。而も東洋中心の國際語の成立には是非共エスペラントと云う過程を通らわばならぬとす 

る以上は積極场に此を採用し普及するのは目下の我等の急務である。言語の發展進步には自む 

法則がある。我々が眞に東洋文化の宜揚に志すならば西洋認とは言い條極めて合理的な組織を 

有するエスベラントを以て堂々對外の陣營を張り以て將來に備えなければならない。旣に理論 

ヒ實驗上優秀なるものと認められているエスペラントの採用を拒み,却て區々の歐洲諸國語の 

學習を餘儀なくされているようであれば將來に東洋の护メンホフ,東洋のエスベラントを望む 

が如きは全く問題となり得ないと思う。筆者は如何なる點から見てもエスペラント卽時採用論 

を遠慮すべき理由を見出さない。善いこ’•・は直に實庁すべきである。今Rの非常詩局に善いと 

知りながし實行し'ないのは國運を隆盛にする所以ではない。

今後の中等敎育における外國語問題

石 修

わが國における外國語問題は,近頃においては,大用13年の米國の排H法案上秤,昭和2 
年雜誌『現代よに腔村作博士の論說,昭和10年『朝口』に三上參次博士の論說が契機となっ 

て盛に論議され,更に昭税12年以後,各方面においても,例えば『英語肯年』昭和13年1 
月市河三喜博士, 4< Current of theヽVorld "同じ年の1月,2月に广將來の誘學敎育について」 

名上の回答,『敎育』同じ年の2 乃に［敎育審議會檢討と文化政策と外阈語敎育|の特輯，『丈 

藝春秋・同じ年の3月］こ廉村作博士の、 英語全懺論,英語敎育・支那語敎育につき名匕の【叫 

答,『英語靑年』,『英話の硏究と敎育』同じ年4月,-Current of the Word n昭和14年1Jj» 
2打に广詰學敎育をいかにして時局に對應せしむべきかよの名士冋答，『同』3民 市河三喜，土 

居光知兩帖匕の「語學敎育者の立場から」などが主たるもので,文字通り再檢討がけわれ,支 

酬事變を契機として國家意識の离まるにつれ,中等學校におけて、英語科の廢止,敎投時間の節 

減を實際に彳亍うものもあったが,その間逆に支那話を加えるもの,支那語にかえるものもあり, 

近くは敎育審議會は女み校におけみ外國語科の存站 實業學校に输けるロシア語の追加を答申 
している。 ゝ ・一.：. • *

以上の間題と動きに對しては,わたし门身も,『國民新聞』（大正13年:，『現代』（昭和2年） 

など引組き,新聞雜誌にわたしの考えを發表して來たし,世間でも一通り論じつくされている 

かの感もないではない。（例えば近頃出た『學生と誥學』（矢の倉書店）の中野好夫氏の「賂・ —— 

如是我魏,ST學生と學闌』•本評諭社）の阿部次郎氏の「外國語の修彳/」など,わたしの般も 
共鳴して讀んだものである）。 ヽ ・ ゝ

しかし輿亞政策の遂行とゆう新事態に祐するため,外國語間題を過去現在の功罪よりも將來 

の對策を屮心として少しばかり述べてみることにする。

1・中等敎育における外國誇敎授

必要の有無からいえば,過去において必要であった樣に.今後も必要である。その目的は「敎 

授要旨」に見えているが,その文化的意義とゆうか,敎養は他の多くの细と充分匹敵する價 

値を持っている。殊に最近の樣にともすれは文化的鎖國の傾向のある時は，--例.えば文都省 

グ留孝生排止などその最も愚かな一つ——せめてもこの方血に扎いて次代丿國民に充分世界を (445)



見る眼,考える頭を養ってやる貴重な敎科と思う。

2. 英語第一主義とその反省

從來英語第7：・義は偶然かも知れないが正しかった。それは英語とゆう皆語が今日インド・ 

ョーロソバ語系の言語ろ中で外國語敎育の目的に適う幾多の條件をもっているからである。政 

治的には今後英帝國の地位は多少變化があるかも知れないし 日本との關係においても修正さ 

• るべきすべき?）ものがあるかも知れないが,上の點からいえば依探英語を第一としても誤り

ではないと思う。（た¢氣になるのは敎師の無反省と獨善である）。今Hの反英,排英思想をも 

•って英語反對,排斥を叫ぶものがあるならば,それこそ嗤うべき考え方である。

たヾこゝで多少の考慮を要するのは,他の外國語との比率で,英語の1〇に對して,從來の 

獨,佛語の1といった樣なことは改める必要がある。（殊に實業學校において）。

ついでながら支那語科の問題であるヵ;,實榮學校を除いてわたしは殆どその必要を認めない。 

注文敎授において時文敎按云くとなっているが,今日の漢文の先生でその任にた之る人が殆ど 

ない。時文を解釋することはある期間これを學べは淺文の先生なら出來るが，それでは支那語 

敎援の意義がない。實用敎科として以外,今H支那語は無價値である。文化敎材としては锲文 

でよい。 ゝ

3. 外國語敦授と國民的自倉i心 、

外國語敎授によって拜外思想を養成し,國民的自尊心に影響するものがあるとすれば,それ 

は罪は敎師にある。事實過去においてはその傾向があったが,それには理由もあった。外國語 

をマスターするでなければならないのに,ミイラ取りのミイラで,マスターされるもののあっ 

たことは,外國語敎援刀目的を正しく體得していないために起った。今後はこれを修正して行 

かなけれぱなちない。

更に一つその影嚮の及びやすかった理由をゆうならば,それは國民的ロ覺の缺乏と,國語敎 

育の不振である。この方は幸にして今事變以來高まりっゝある。（否局部的には髙まりすぎて 

いる）。

4 外國語敎擾の合理化,その他

外國語$4を隨愆科にすることにつきる。

現在について云えば,入學試驗における受驗英語の撮甌 敎師の素質改善が最も急務である〇 

敎授法,敎材の檢討も行う必要があるがそれは二次的のことである。

時間數は現在の中學校などでみると,入學試驗のため相當苦面して規走時間以上に敎えら 

れている樣であるが,女學校などでは時間力:不足である。わたしは現任の樣な小學校の國語敎 

育なら,（;それは敎師の罪もあるが國語そのものの混亂にもよる）1年入聲當初より課せず，五 

年制の中等學校なら3年位からもっと時間をさいて敎える方がよいと思う。（日本語敎育の不充 

分なまゝに外國語を敎えられるため,外國語に對する理解も不充分なのが現狀である）。

・ 外國語の種類は,英語の他に獨佛英,支那,ロシャ語（これだけが現在の種類）の他,スベ

イン,ポルトカ•ル,イタリヤ語を加えてもよいぬ史にそれらにもまして,蒙古,馬來，シャム 

「タイ）,チベット,アラビヤ,イラン（ペルシ｛籌東洋諸國の言語を實業學校〔これはむIろ專 

門語學校において）では考慮に入れてよいと思う。こんなに並べたのでは一校ではそれは出來 

ないことは明かであるが,例えば東京,大阪,名古屋等の人都市では,舉校により分業的にわ 

けて,二部敎援式にし,甲學校のものでも志望外國語により乙舉枚へ行ける樣にしたい。又地 

（446） 方においてもこれを考慮に入れて，例えば3校ある都市なら,英孫が各校,獨語2校,佛語1校 



といった樣なこともいゝし,必要がなければ1校にだけ獨語といった樣にする。その外國語の 

極類などは土地の狀況によってきめる。

外國語は隨意科とする力;，最初の半年或は1年（第2學年ではない）だけ强制的にこれを敎え 

る。そして,この半年,又は1年は理想をいえばエスペラントを敎える。毎週6時，1日1時 

間としても勿論エスペラントがこれだけの期間で語學として敎え終るものではない。しかし外 

國語學習の基本練習として,音樂におけるdo, re, mi, fa, so,la, si （この 國語晋をB本語 

の發聲練習にやっている!）とか,活譜練習としては充分である。

その後で希望による外國語選擇をさせる。そして希望のない場合は習わなぐてもよいことに

する。

（こゝで,外國語並にヱスペラントの敎授細目をあげる必要があるが紙數の都介で省く）。

5.外國語敦師の問題

英語科の除止は考えないが,實質的に縮小されるため,多少の冗員が出來ることは確である。 

その陶汰は情實上困難があるが,理論上素質によってきめるよりしかたがない。

逆に英語以外の敎師の不足,（特にエスペラントの敎師など）は,1年乃至3年の敎員養成所

をおいて再敎育（新敎育?）をする。

尙英語敎師の冗員〔この方は反って傷秀な敎師を耍求する位である）の一部は現代日本語敎員

の養成に廻してもよいし 飜譯事業に轉職させてもよい。

結 び

以上わたしの考えるところの一般であるが，要は外阈譜敎授はもっとその使命を達成する樣 

な方策をたて,これを積極化することを提唱するものである。

英語敎育再檢討

―新秩序と言語問題——

敎育科學硏究會員伊井 迂

蛙を水に入れ火にかけておくと,水が湯になり煮え死ぬまて蛙は氣附かずに居る。馬鹿な話 

だが笑えない。敎育問題に關する限り我々の神經も餘り蛙と違わない。

北中支の小學校跡ま視て厂こんなに排H敎育が泌み込む壬で知らずに居たとは」と歎息した 

人は少くない。新東亞建設の課題に當而して淤學者生!カゝ支那浪人型に過ぎぬ從來の支那知識の 

無力を齒痒がらない者がある力、。犬ドの出勢は煮湯になろうとしている，敎育蛙は直に目覺め 

て飛躍しなければ煮え死ぬだろう〇

我々日本人は敎育に熟心な筈だった。日本兒童の就學率は99.9%だ。上級學校への殺到率 

も世界一だ。どこの親も子供が學校に皆勤し全卬を取る樣血眼だ。それでいて我々が敎育に鈍 

感だとは。眞に奇異な現象だが,義務敎育8年制が提出されようと延期されようと,靑訓と補 

習學校が靑年學校になろうと,義務制になろうと,敎科書が變ろうと國民學校案が出ようと, 

我々國民は一體手應ある反應を示したか,天氣か雷に對する樣に宿命的な受身ではなかったか。 

色々な學制视新案の矛固や不徹底や混亂に見®しる如く敎育に對「る定見の窮乏は國民の下か 

ら上まで共通した惱みだ。「敎育の聖職」と崇め乍ら厂先生と言われる樣な馬鹿」に委せ切り, 



敎育家は迂愚な・村夫千の本性を脫せず,文敎の首班よ伴食大臣と呼ばれる。星や瞰を硏究する 

舉者力學會はあるが,人の子を敎える敎育學の學會が抵い（特殊な審議會や硏究會はある力:）.

敎育の樞軸たる舉咬機構は國民の生活の基礎たる家庭や產業磯構と一體どれだけの關聯調和 

を持って.、るか。成る程學校と家庭や社會との關聯は絕乞ず論議され機械的に企圖されてはい 

るが,どうもちぐはぐな內面的な乖離:よ蔽うべくもない。こゝに根本的に反省すべき黠がある。 

塚:庭も，谡工商等夫々の仕事場も,村や町,講や組合等色々な社會生活場面もすべて現實的敎 

育の道易である。何人もすべて敎育者としての使命をもち,その能力を潜めている。この使命 

を覺醒しこの能力を扳起發揚することが必要だ。惰眠すれば熟陽中に悶死すべき今,飛躍して 

自立獨注の敎育機髀の革新創建け,單にかれこれの敎課の取捨ではなく,年限の伸縮でなく, 

行事の附課や緊張强化のみではない。國民各自敎育家たる責務の自覺自負を必要とする。敎員 

は村夫子の仙境から脫L,國民と現世の苦樂を共にしなければならぬ。かくて國民各分子の親 

和結合の下に眞に活きて働き且つ成長する新しい敎育機器を生み出し得るのだ。それは社®の 

公民牛・活及び產業生活に卽し それらの方面からの實際家グ;敎育力を起用し導入し，少靑年を 

生產的社會人に實踐的に鍛え上げる機關でなければならぬ。それは從來の中學校の如き身分的 

出世を目指しての上級學校への踏;墨の樣::ものであってはならぬ。寧ろ其等旣に舊い物と化し 

つ、ある敎育機構を追い拔こうとしている新しく成艮しっゝある敎育施設に期待しなければな 

らぬ。例えば,整備上にある靑年學校'',各種養成所や,塾風敎育機關や各種學校導の中に將 

來の國民敎育機關わ根幹にまで發逹すべき素質を洞察すべきだ。無論現在それらの者は間に合 

せだったり,ごまかしだったり見るに堪えぬ場介も多い。しかし之等の中かに經驗を集積し改 

善し磨きをかけ,實踐竺勞作敎育を热調とした新Lい的氏敎育機關を立派に仕上げなければな 

らぬ〇

外國話敎育の檢討も，収上の如き國民敎育機構の全般的歸趨の洞察，それに對する國民とし 

ての我々咱身の貢務の□覺のとに立ってなされなければならぬ。

從來日本の高等普通敎育 冲等:敎育）の外國語特に英語の敎科は,決して卑に英米との交涉 

イギリス文化の攝取が!【的だったのてはない。そ2しは建落及び文化の'當而の世界水準に急速に 

追い附き參與する爲の手段として課せわれた。それは又國民に對しては高等專門敎育及び最髙 

學術硏究に進t/者と進まぬ者とを振り分ける爲の身分#敎養刀篩として課せられたものではな 

く,阈民一•般に對して知識を世界に求むる爲の出發點として與えられた。卽ぢ國民の世界的自 

覺の爲の手段2Lてヾ站った。しかしその當初と今とでは天下の形勢は變った。後進國民の進 

出は先進者の壘を摩した。先進國民の他界文化に於ける比電は相對的に下った。今英語を用い 

る事は世界的自覺の爲でなく,たヾアングロサクソン文化の硏究乃至英米國民との特殊的折颔 

の便宜に限縮されて行く 〇英詰國民との折衝さえも彼我耳等の地位進得の爲こは彼の言語を無 

條件に使うことは反省を要するに至った。我か國の外國語敎育に於て常初意圖された帶神を變 

化した現在世界の勢力均衡に照し國際正義に立脚して實現r6.13には新たに出直さなければな 

らない。其際,何を如何に採用すべきか。こゝに於いて旣にこの目標な□發釣に追求努力して 

いる民間の敎育爭茉たんエスペラント運動に注口する必要がある。旣述の如く我國の妳は根 

本的建直しの必要に迫られている。それについては民間の各種の個別能敎育事業の從事者も國 

民全般のこの大きな問題一敎育の根本的建直しの仕爭——の全面を理解し,その中に於ける 

□己の責務を自覺して，全體の正しき解決に協力參與しなければなちぬ。敎育要第の側ではこ 

〔443） •れ等民問の自發的敎育卅業の力を認めてこれを起用し新しき敎育制!〇］出の爲十二分に活用す 



べき責務がある。

我國現在の新學制創出の努力は大障に於けら新秩用'•問題に聯關する。五族協和と言い，國 

際正義と言い,共同體と・莒い,エスベラント唏業が理想として追及した所に喑合する。これは 

何も暗合ではない。歷史が現在に至ってやっと表面に押し出した必然の內的關聯だ。新秩序に 

照應する新學制では歐洲老國の言語を敎えることは適當ではない。こゝに協和と正義に立国す 

るエスペラントの本領は當然髙く評價されるべきであるっそれは又新たに興隆する束亞諸民族 

の言語生活合理化及び理性と意志の陶治に右意義なる基礎を供する。

現在,西洋では東洋語は專門の硏究者の爲の特殊な^習所又は矗級舉校の特設科に於いての

み敎えられる。正にその樣に東洋での西洋語 英獨佛語等）の敎援は特殊希望者の爲の硏究會 

や高紘學校に於いてのみ行われるべきである〇現存の多數の中等英語敎負の大部分は,國民敎

育機構の;直點反び性格の轉換に從って,迄干の再敎育によって,新しい國民敎育のエスペラン

ト敎授者に轉化進出せしめしる可く, 少數は特殊なる英語專門家として講習所乃至高級卑門敎

育に從事する道が殘されるだろう〇

全面的敎育の刷新と外國語敎育轉換ノ）匕記の展望はその實現までには幾多の曲折もあろらが 

率直に大觀して結局必然である〇

各種の敎育的使命を有するs・產業團體や文化冈體と共にエスペラントの團體もまた新い・敎 

育機構創出の車大なる國民的問題に於ける自己2責務を確認し,要路及び國民の間に立って根 

覺醒し相携えて,互に勵まして,學制刷耕の爲の諸機餓に識見及び勞力を供給しての大業の逹

成に努力しなけれはならぬ。

0語の
擁護を論じて阈際語に及ぶ 黑板勝美并 定價か錢•送料3錢

〔附厂エスペラントの理諭と實際」神保格3

東京本鄕元町財團法人日本エスペラント學诃・振獲東京11325番
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KRESTOMATIO KRESKANTA (2)

LA PORDEGO DE U INFERO 址獄の門

El INFERO

Tra mi vi venas urbon de turmento, 
tra mi vi venas al dolo/ ĉiama, 
tra mi vi venas al damnita gento.

Aŭtoron mian gvidis justo flama, 
la Dia Povo kreis min en kaŝo 
kaj Ĉefa Saĝo kaj Praforto Ama.

Ne eslis antaŭ mi kreita a］〇 

krom la eternaj; mi esterne staras. 
Ĉiun. esperon lasu ĉe P enpaŝo.

Mallumlitere nun ĉi vortoj baras 
rigardon mian super volbo porda, 
kaj mi: '' Ho Duk\ Ia sene' al mi malklaras."

Sed diris li, en pensdivcnoj forta:
"Nun ĉesi devas en vi ĉiu timo, 
nun ĉiu malkuraĝo estu morta.

De V dolor-lok' dirita jen la limo, 
trans kiu vidos vi la vean bandon,■
kiu la bonon perdis de V animo."

Kaj manpreninte min, li la komandon 
prenis kaj, gaje, min per freŝ' influis, 
kaj gvidis min en la sekretan landon.

Tie gemspiroj, plendoj, veoj bruis, 
resonadante tra V aeド senstela, 
tiel ke miaj larmoj tuj ekfluis.

Cent lingvoj, vortoj de tcrur' kruela 
doloraj veoj, krf de furiozo, 
voe akra, raŭka, manoklak, ribela

sin tordis kaj tumultis sen ripozo 
en la aer' sentempe noktko"ora, 
kiel la sablo dum turnventa krozo. .

((450) “ Majstro — mi kriis kun haidar' horora 一

! これは,カロチ

ヤイの譯したダン 
テし神曲」の厂地獄 
篇jから拔いた第 
3歌である。カロ

4 チャイは厂神曲」を 
課すにあたって, 
原詩のもつ美しい 
形式 tercino (terza 
ritn )をそのまま

7 使って譯した。
tercinoとは!行 

おきに3箇づつ韻 

をむもので，こ 
れを保つことは非 

“ 常に因難である
10 が，カロチャイは,

これをみごとにな 
しとげ,しかもこ 
のことによって， 
内容を犧牲にした 

13 點はいささかもな 
いといってよいく 
らいである。有名 
なロングフT. ロ ー 
譯ですら歆をあき 
らめていることを 
おもえば,この力 
ロチレイ譯は，エ 
スベラントの勝利 
といってよい。
このなかには言 

19 葉の特殊な使い方 
がたくさんあるが 
これは§3文にのみ 
許されるものであ 
るから,敢文を書 

22 くとき版入れるよ 
うなことのないよ 
う注意を要する。

1•苛責。

25

28

31

2. = eterna
3. 地獄へ喰され 
た。民族。

4・二 kreinto。 導 

いた。
5. = kaŝite.
6. 原力。

9.步み入り。

10. marium*-
litere.

11. 側犬井。



34

kion mi aŭdas ? Diru, kia aro 
vidi女as do sub tia prem1 dolora ?"

Kaj li: " En ĉi mizero kaj amaro 
tenatas tie ĉi animoj ĝemaj, 
vivintaj kaj sen krim, kaj sen bonfaro.

Trovigas inter ĉi maJkuragemaj
K anĝeloj, kiuj volis nek ribeli, 
nek fideli, estante nur pormemaj.

Ekzilis la ĉiel' por ne malbeli, 
rifuzis ilin ankaŭ la infero 
por gloron de misuloj ne akceli?"

"Ho Majstro, kia ŝiro de sufero 
veigas ilin do kun tia forto ?" 
u Mallonge, jen pri ili la afero :

Al ili mankas eĉ esper' pri V morto, 
iliaj tagoj rampas tiel blinde, 
ke ili envias ĉiun ajn pri V sorto.

La mond ignoras ilin, forgesinte, 
kompat, kaj jusf malŝatas, laŭmerite. 
Rigardu, iru! Trakti plu ne inde：

Kaj nun, standardon vidis mi subite 
girante flugi en senhalta paso, 
por senripozo kvazaŭ kondamnite-

Post ĝi tumultis tia homamaso, 
ke mi neniam ja eĉ konjektis, 
ke f mort, jam tiom sternis el homraso.

Kelkajn rekonis mi, kaj jen vegetis -
ombro de tiu, kiu per abdiko 
poltrona la Rezignon Grandan metis.

Jen estas — min sciigis ĉi indiko — 
sekto poltrona, aĉa al okuloj 
de Dio kaj de Lia malamiko.

Ci neniam vivintaj mizeruloj 
estis nudkorpaj, ilin persekutis . 
venenaj vespoj, egaj muŝoj, kuloj,

Iliaj vangoj sangon strie gutis,
kun larm, la sango fluis sur la teron,

37

40

43

46

49

52

55

58

61

64

67

12. 公（Virgilius 
〔ヴァージル〕を 
さす，以ドmaj
stro とあるもお 
なじ）。=estas 
malklara.

13. 判斷力。

15.怯懦。

17. 嘆きの。隊伍。

18. 功徳。

19. 把えて。命令 
權。

2〇. =refreŝ:gis 
氣をひきたてた

22. 嘆息。訴え。

23. 反響して。 
sen^stePa

25. 恐怖。惨酷な。

26. 狂暴〇

27. 唆れた。拍手。 
反逆の。

28. 渦卷く。騒い 
だ。休息。

3〇.旋風の。巡®！
31.--terureg- 

（it）a・
33. = subpremo
34. 悲慘。痛苦。

35. = estas
tenata

36. 罪惡。養行。

37. —malkuraĝaj 
怯儒な。

38. 天使〇

39 •忠實である。 
por'mem'a 自己 
农位の。

4〇.迫放する。= 
esti malbela 
malbeligi.

42. 罪人。捉進す 
る。

43. ナ korŝiro 痛 
苦。受難。

47. 逼う。

48. 美やむ。運命。

49. 無視する。

5〇.慈悲。（彼辱 
に）相應して。

51. =Trakti ilin 
plu ne estas 
inde.

52. 旗。

53. = flirtante ひ 
るがえって〇

54. 死刑を宣吿さ 
れて。

55. 群衆。 (451)



70
k:e ĝin naŭzaj vermoj tuj englutis.

Kaj plurigarde, vidis mi riveron, 
sur kies bordo homamaso ŝvelas. 
"Majstro — mi petis 一 !asu ĉi misteron 

ekscii, kiujn, kia leĝo pelas 
tie! klopodi al transborda zono, 
kiel ĉi surda lum' al mi rivelas ?

Kaj li: "Vi scios tion laŭ bezono, 
kiam ĉi vojon finos ni, venonte 
al la rivero trista, Aĥerono/*

Nun la okulojn mi mallevis honte, 
timante tedi lin, langon ligis 
kaj mute iris je T river' renkonte・

Kaj venis bark* ; aĝul*  en ĝi navigis, 
blanka de oldaj haroj; kun kruelo : 
"Ve, misanimoj — krie li timigis 一 

ne p"u esperu vidon de V ĉielo!
jen mi, kiu transborden vin ekspedas, 
al la eterna fajro, frost", malhelo!

Sed jen, ĉu vivan korpon vi posedas ?
For de ĉi tie! For de V trup*  de V mort!" 
Sed kiam vidis *li,  ke mi ne cedas, 

li diris,: " Tra aliaj voj' kaj bordo 
eblas, ne tie ĉi, ke vi sukcesu.
Pli milda ligno .taŭgas por transporto.

Sed nu la Majstro :ド Ne kolerekscesu, 
Ĥarono! Jen la volo tie, kie= 
la volo estas pov'! Demandoj ĉesu!"

La lanaj vangoj tuj mildigis plie 
al la ŝipisto de la akvoj palaj, 
nur ĉe f okuloj cirklis flamoj strie.

Sed la animoj nudaj, lace falaj 
perdis koloron, dentoklake tremis 
dum aŭdo de la vortoj krudbatajaj.

Dion, gepatrojn ili ekblasfem;s, 
nasklokon, tempon, rason, familion, 

(452) nasksemon sian, kaj kiu ĝin semis.
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silentis.
81. むかって。
82. 小帆艇。
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=veturigis.
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忍。
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84. =malbonaj
animoj

86. =sendas.
87. 酷寒。閤黑。
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101.®をがたがた 
させてa慣うた。

100

103



106Poste de V barko ili fu宜is ĉiom 
kaj vee kuris al la bordo nigra, 
atenda ĉiun, kiu spitas Dion.

Demon*  Harono, kun okulo tigra, 
la vojon baras, repelante puŝas 
remile tiun, kiu estas pigra・

Kiel folio, se 1*  aŭtun, ĝin tuŝas, 
unu post unu falas, ĝis ornamo 
de P tuta branĉo sur la tero kuŝas・ 

tiel la sem malbona de Adamo
de V bord' po unu sin malsuprenlasas, 
kiel la birdo laŭ logfajfa gamo.

Kaj tra 1'mallumaj ondoj ili pasas, 
kaj antaŭ ol la bark' al bord' alia 
alvenis, cise novaj jam amasa s.

Nun la ĝentila Majstro: u Filo mia, 
el ĉiu lancf alvenas post elspiro 
ĉiu, mortinte en kolero Dia・

Ĉi tie ili pretas je 1'transiro, 
ĉar dia justo tiel ilin spronas 
ke ŝanĝas sin la timo je deziro.

Animo ne transvenas, se gi bonas, 
do, se Haron' vin traktis iritite, 
ties signifon nun vi jam rckonas/>

Li finis, kaj la morna kamp' subite, 
ektremis tiel, ke eĉ nun, la pensa 
imag, teruras min, banante ŝvite.

De V larma ter naskiĝis venf intensa, 
kaj el ĉi vento ruĝa fulmo flugis,

109
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115

118

121

124

127

130

133

prirabis min de ĉiu povo sensa.
M falis, kiel kiun sveno jugis. 136

Trad. de K. Kalocsay

102. 二 sovaĝaj
103. 罵った。

104. 生地。=nask・ 
temoo［生れ日］ 
=-naskraso〔电 
みの楝族〕= 
naskfamilio〔生 

家3
105・胤 〇kaj ^ĉiun) 

kiu.まいた。

106.避難した〇

108 ^atend nta. 
そむく 〇

110・追返して。

111. per rem,- 
ifo權で。= 
malagema.

112. = kvazaŭ.
113. 飾り=：foliaro
115. -ido 子孫。

116. ・ドリて彳亍く。

117. 誘ひ笛の。音 

階。

120 严 maltranse 
こちら側に。

122. =spire*ĉer-  
piĝo la lasta 
spiro

125.拍車をあてる

128. hkiaL =inci・ 
tite.

129. Rompre -
nas.

13〇.険僞な。

132. 汗。

133. 激しい。

134. いなずま〇

135•掠奪する。五 
感の。

136.氣絕。枷にか 
ける。

Kokmano Kaloscav (kaloĉai:1891-)Hungara doktoro medicina・ Ĉefredaktoro de 
Literatura Mondo. Originalaj poemaroj: Mondo kaj Koro (1921),Streĉita Kordo (1931), 
Rimportretoj (1931).Tradukitaj poemoj: Johano Ia Brava, de Petofi (1923), Tragedio de 
F Homo, de Madきch (1924), Eterna Bukedo, internacia ant ologio (1931),Romaj Elegioj, 
•d? Goethe (1932), poezia parto de Hungara Antologio (1933), La Infero, de Dante (1934; 
Lingvaj verkoj: Lingvo Stilo Formo (1931).Parnasi Gvidlibro (kun G. Waringhien,1932)> 
Plena Gramatiko (kun G. Waringhien,1935). Aliaj tradukaĵoj: Arthistorio, de Hekler 
《1934), Vivo de Arnaldo, de B. Mussolini (1934).



伊藤己酉三

和文エス譯研究會

ります。1國民Jは此處 

にも出ましたが,どう 

も之をnaciaとするか 

de nacio とするか或 

Iま popolaカゝ de popolo

指導者A氏

會員B, C, D, F, F氏

A:これから早速始めましょう。最初の問 

題は

3月引日を以て終る昨年度の國民總 

貯蓄は七十三億ハ千萬圓の額に達し,政 

府の目標とするハ十億圖に極めて近い 

好成績を納めた。

で難しい點はないようです。先づ「昨年度」で 

すが。

C:la lasta jaro は la pasinta jaro では 

いけませんか〇

F:何だか物足りないような氣はしますが 

他に適當な譯が見當りません。

E: la budĝeta jaroは如何でしょう。

A :普通jaroは1月1日に始まり12月 

31日で終るものですからla lasta jaroだけ

では不充分です。budĝeta jaro の年

度です。但しPlena Vortaroによればbud
ĝeto は厂一年の收入支出合汁をも意味する 

ことになっていますが,新撰和エスでは會計 

年度にbudĝeta jaroを當てています。しか 

し私はfinanca jaro或はfiska jaroが適當と 

思います。五sk〇は國庫で，あまり用いら如 

ない言葉ですかわ之を避けるならばfinanca
の方がよいでしょう。厂國民總貯蓍」の貯蓄は 

どうです。

B: ŝparmono では〇

E: ŝparaĵoの方がよいように思います。

C: ŝparadoでも同じ結果になるんではあ 

りませんか。

A : Ŝparmonoでは少し狹い感がありま 

す。ŝparadoは貯蓄扩ることです。この場合 

は貯落したものですからŝparaĵoがよろし 

40 (454) い〇これに總をつけるとtuta ŝparaĵoとな

10 力、はっきり判斷のつく 

方が少いように見えま 

す。勿論場合によづて 

どちらでも通じる場合もありますがこの場介 

はどうお考えですか。

F:國民全體としての貯蓄ですからnacia 
でよいと考えます。

D:私は國民全體が作り上げたŜparaĵoで 

すからde la nacioとすべきものと思います。

B:この國民は政府に對する國黒でde la 
popoloではないでしょうか。

A:別に政府に對する國民ではないでしょ 

う。政府とは關係なく兎に角國民全船によっ 

てなされた貯蓄だと思います。naciaは例え

Ji' nacia karaktero, nacia kostumo, nacia 
lingvo等のように「或國民に獨特の」の意味 

でinternaciaと相對しているので此處でiX 
不適です。それで國民總貯蓄はla tuta Ŝpa
raĵo de la nacioとなるわけです。その後は 

あまり問題になるような語句はありません 

ね。作文を願います。

La tuta ŝparaĵo de la nacio en la 
lasta financa jaro finiĝos je la 31-a 
de marto, kiu atingas al la sumo 
de 7,380,00() jenoj, kaj ĝi ' gajnas 
la bonrezulton tre proksiman por 
8,000,000,000 jenoj, kiuj la registaro 
antaŭkalkuliĝis ・

この文は所々訂1Eを要するようです。

B: kiu atingasのkiuは場所が違うよ 

うに見えますヵ;，kiu finiĝosとなるべきであ 

りませんか。

A:そうですね。この文から見るとkiu 
は3Laを受けるものと見なければなりませ 

んが,意味の上からはŝparaĵoを受ける積 

りで書かれたものかと思われます。しかし 

finiĝosの主語はjaroですからどうして珀 

jaro, kiu finigos… となるべきです。尙3川 



31Rに終るのは每年きまっているので未來に 

せずfiniĝasと現在形にすべきです。それか 

らatingasはatingisとすべきですね。他に 

は。

D:念は何でしょう力\。ŝparaĵoにして 

もsumoにしても不合理に思われます。

A:つまり七十三億ハ千萬圓に逹したこ 

とが好成績なんです。又七十三億ハ千萬圓が 

卽ぢ好成績であると見てもよろしい。それで 

atingis bonan rezulton de la sumo de 
7,380,000,000 jenoj 或は atingis la sumon 
de 7,380,000,000 jenoj, tre bonan rezulton 
としてもよいでしょう。porは川とすべき 

です。antaŭkalkuliĝiは目標を意譯したもの 

でしょうが,registaroが主語なら・iĝ・は不 

要でkiujnとする,kiuj力:主話なら!aŭ la 
registaroとしたらよいでしょう。次は

Por la lasta financa jaro, kiu finas 
la 31-an de marto, la tuta sumo de 1' 
ŝparaĵo de la nacio atingis sumon de 
¥7,380,000,00〇, Tio estis bona re
zultato tre proksima al la registara 
celo ¥8,000,000,00〇. 

で大分よくなりました。

E: Porはenの誤りですね。それから 

五口asはfiniĝasでしょう。

A： Porは期間を示すのでその積りでpoヤ 

を;便オっれたのでしょうヵ;，Mi vojaĝos por 
tri semajnoj. Mi laborados tie por tri jaroj. 
の例のように或期間を限るので扎 此處では 

enがよろしい。その外はla sumoとし, 

registara を de la registaro とする ことで 

す。

次は

La tuta ŝparaĵo de la nacio de la 
lasta financa jaro, kiu finiĝis ĉe la 
31-a de marto, atingis al 7,380,000,000 
jenoj da sumo, kaj ĝi montris bonan 
re ulton tre proksiman al 800,000,000 
jenoj, kiu estas celita de la regis taro, 
です。da sumoはsumo deがやはり本當で 

す。佥額^高が七十三億ハ「萬圓だからと考 

えられたのでしょうヵ;,七十三億:八T•茁圓と 

ゆう金額なのです。kiu estas celitaはkiuj 
estas celitajとすべきです〇

では次に譯例をお目にかけてこの問題は終 

りにしましょう。

La tuta ŝparaĵo de la nacio en la 
lasta financa jaro finiĝanta la 31-an 
de marto atingis ¥7,380,000,000, 
bonegan rezultaton tre proksima al 
la sumo de ¥ 8,000,000 celitan de la 
registaro ・

La tuta ŝparaĵo de la nacio en la 
lasta fiska jaro, kiu finiĝas la 31-an 
de marto, sumigis je 7,380,000,000 
jenoj, kio estas bona rezultato tre 
proksima al la celo de la registara 
&000,000,000 jenoj.

問題Bは

滿更知らぬ仲でもないのに,殊更そんな 

意地惡をしなくてもよさそうなもんだ。

です。こんな日常の話は難しい單語がない代 

りに原文の感じを出すのが難しいものです。 ・

或は今迄のB題の中で一耳難しいかも知れ 

ません。今度は最初から皆さんに思い々々に 

譯してみて頂きましょう。原文では誰が誰に 

意地惡もしたのかわかりませんが，その點は 

適當にして下さい。この原文はあまり直譯し 

たのでは砂を嚙むような味のないものになり 

ますから或程度惫譯も必要です。……

先ず

Ĉar ni ne estas tute nekonata inter
rilato, mi volas ke vi ne agas tiel 
malagrable al mi precipe.
です。

E : interrilato は仲でしょうか此處では 

おかしいですね。

A : ni estas en interrilato...... ならよい

のです〇それと nekonata interrilato では 

なくて interrilato de nekonato となるべき 

です〇 しかし nekonato なら interrilato の （455）



ないことは當然なのですかinterrilatoを 

使うことが不適當だと言えます。ne... tute 
neとされたのは「滿更 でない」の譯と 

しては結構ですが。

D: precipeは厂殊更」の譯としては不適 

當だと思います。intenceの方がよいのでは 

ありませんか。

A:そうです。agasはaguと命令法に 

した方がよろしい。しかしmi volas, ke・・. 
は大して憤慨している感じが出ません。

次は

Ni ne estas tute koraj amikoj, sed 
almenaŭ mi volas, ke li speciale ne 
faru tian malicon por mi.
です。

B:これも前と同じようですね。前半は 

tute koraj amikojではないとゆうのですが 

通一遍の友達だとゆうことかも知れません。

D:このspecia^もよくないと思います。

A:御說の通りです.それからpor mi 
とありますが,kontraŭ miとすべきです。 

この文は厂我々はあせり仲の好い友達ではな 

いが,僕に意地惡することだけは止めてくれ」 

とゆう感じです。

次は

Estas pli bone ne konduti intence 
tiel malice al li, ĉar vi kaj li ne tute 
konas sin rcciproke.-
です。原文を離れてみれば可成達者な譯です 

が,單に相手に忠吿する言葉としか感じられ 

ません。tute koni, ne tute koni はよく あ 

りません。tre bone koniとカゝne tre bone 
koniとすべきです。

次は ・

Ni estas ne tute nekonataj unu al 
la alia, do li ne bezonus intence tiel 
malice agi kontraŭ mi.
・で,之も可成しっかりした文ですが,厂しなく 

てもよさそうだ」をそのまゝ普通に譯しただ 

けで，どうも弱いようです。その人になった 

積りで言ってごらんなさい。間が拔けた感じ 

力;するでしょう。

最初に申上げた通り.原文の通りに單語を 

あてはめたのでは,こんな氣持を表す場合に 

は巧くいきません。私にも果してうまく譯せ 

るか疑間なんです。まあこんなことにでもし 

たらどうかと思います。

Kia senskrupululo （li estasゝ,ke li 
faras intence tian malicaĵon, malgraŭ 
ke li ne estas tnte nekonata!

Ĉu ne estas arogantaĵo, ke li faras 
intence tian malicaĵon, estante alme
naŭ iom konata de mi!

Tia arogantulo li estas, ke li faras 
tian malicajon kontraŭ mi, kiu ja ne 
estas tute nekonata de li.

Ĉu mi meritas, ke li agu tiel malice 
kontraŭ mi, kiu ja ne estas tute ne
konata de li!
?と!が我なる時は?を省略することは御 

存知と思います。これは難し過ぎたようです 

力:,こんな例もあるとゆうことを御承知にな 

ればよいと思います。では今日は之で終りと 

します。

松存平今回は應募が少く,殊に常連の出
14 來る方の中で應募されない方があ

ったので•般に成績はよくなかった。殊にA 
は難しくないと思ったが案外であった。

A. 貯蓄はmondeponoがあったが,これ 

は預金である。又總貯落をĝenerala spara 
monoとした方があったが,これは總土 

ĝeneralaと考えた誤りである。ĝenerala 
ŝparadoとゆうのもあったが,この場合の 

ĝeneralaの用法はよい。しかし之は國まŜ?部 

が貯:蓄することで意味が違う。

B. malgraŭを用いた方は多いがmalgraŭ 
が前置詞であることに氣が付かないように見 

られた。本題では和エス辭書は殆んど役に立 

たないことに氣が付かれたであろう〇しかし 

殊更にはspeciale, precipeの外に〔故意］と 

斷ってintenceとあるが,割合に少いことは 

不注意或は原文の解釋不充分と見られる。 

（「成績發表」と厂就課題」はP- 35に）；，(456)
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ハリウッドは

エスペラント映書大流行

二んごは が

さきに報道したMGMの大作「痴人の悅 

び」の耋詞の一部分にエスペラントを入れた 

ことは,仝世界に大きな反轡をよびおこした 

が,こんどは,ハリウッドにあってMGMと 

劭を爭うRKOも,近く製作に蕭手する映 

畫「陰謀」の墓詞め一部と,映摄に出て來る 

ポスター仝部とにエスペラントを入れること 

に決定した。

ザメンホフの家

取除かる
ヘ口ルド第26號（6月16 H ）へ寄 

せたヴィセンフェルト氏の通信によれば, 

ワルシャワ發彳了の一小ユダヤ新聞は,厂ビ 

アウストクのザメンホンの家版除かる」 

と報道したとのことである。これによる 

と,ザメンホフの生家はその周圍の土地 

が大企業によって買とられ,すでに取除 

かれたとゆうのである。事實とすれば, 

まことに殘念なことである。

來年度萬國大會は 

マルセーユに決定

來年度開かれる第32回寓國エスペラント 

大會は,皇紀2600年を祝う日本で開かれる 

ことが世界各國Qエスベランティストによっ 

て望まれていたが,時局のにめ不可能とおも 

われるにいたったので,その行衞は.味をも 

って眺められていたが,ベルンの大會におい 

て,フランスのマルセーユで開かれることに 

決定し,日程（8月3日一14日:）,組織丢員 

會の構成も發麦された。ヨ-ロッパに大戰が 

おこった今日,はたして來年,この大會が持 

たれるかどうかは疑間である。マルセーユで 

萬國大會q開かれるのは,はじめてである 

が，この港市の國際定期市は,每年エスペラ 

ント版のポスターや封緘紙で宣耀していて, 

エスペラインテストにも親しみぶかい。

?新聞エスペラント欄設置

厂日ネ學藝新聞」（删外にエスペラントで

° La Japana Kultura Gazeto ''と書いてあ 

る）では，エスペラントの欄を設けることに 

し,9刀5 ロ號から揭載することになった。 

この欄は每月5 口號に揭げられ,エスペラン 

ト界の消息とエスペラントによって得た海外 

文化消息とを內容とするものである。（發行所 

東京市麴町區内幸町ニノニ二日本學藝新阳 

社,一部1〇錢）

〔公告〕

普通試驗施行

10月福岡で

下記のとうり普通試驗を行いますJ
昭和14年9月12日 試驗委員會

日

所

込 

表 

期

埸

小 

發

昭和14年10月22日（日曜1」） 

福岡市（試驗場未定）

io月io日までに,厚會あてに，住 

所氏名（ロ ーマ字綴っき）明記,受 

驗料をそ无て,お申込みください。

合格,不合格は受驗者へ通知し,合 

格者氏名は學會・機關誌で發表します
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昭和14年全滿エスペラント懇談會

（8 JJ 6日於新京日滿軍人會館）

I集合 早湖より當地充住者及び南北滿洲 

各地よV遠來の厂サミデアー ノハ新京驛前觀 

光協會樓上に參介。

II巡鹽 九峙發觀光バスにて阈椰酋要地點 

を巡覽,正午,會場たる日滿軍人會館に至る。

畫餐命 ・

II!懇談會!3 nj 30分開伶

A開會ノ辭中村喜久夫氏

B座長,副座長選擧山比氏時間節約の爲 

選擧を廢し座長に荒川氏,副座長に安部氏 

を推選することを發議し滿埸一致可決す。 

祝盘朗績（松本氏）

C議 事

い宮崎大會援助方法の件（新京提案） 

松本氏よリ提案の趣旨に就き詳細說明す 

る所あり,史に山比氏,安部,高木氏等 

より利1々意見出で結局左の如く決議す。

1援助力法としては缺席參加者を成るべ 

く多く募ること。

2出席（實探參加）若あちばその中より代

第28回
日本エスペラント

大會日程

昭和15年4月28日（日堰）午後6時一3時 

前夜懇談巒（Komuna Vespermanĝo） 
會場:宮崎市宮崎縣公命堂念堂

・便宜上此の時よリ大會受付開始

• 4月29日〇］®,天長節）

大館第I D
會場:宮崎が本町宮崎縣敎育會館 

午前8時開場,受付開始

午前9時天長師奉祝

午前9時20分 大會開會式,小坂賞授與式 

午前10時30分大符協讓會
午後〇咗半.記念寫说撮影，午姿會,各地 

代表挨拶 \.

午後2咤］|本エスペラント舉會維持員會 

總會

午後3時一5時 分科會,九州大會,高等試驗 

・ 午後6時一9時 大會q夕,懇親晚餐毎,分科

會報吿

午後9時一101好餘典

（縣,市斡旋の鄕土舞踊其他） 

午後10時閉存式

4月30 8 （火曜）

大會笫II日

聖戯參拜（觀光）

第I班

官幣大社宮崎神宮ーーハ紘之基柱——靑 

Iノ（458） 隔ー 鶴戶神令;（遊覽バス乘車）

第1!班
西都ヶ原,英ぐ津（遊覽バス）

第ni班 • •、「厂 い芳 ノ4
延岡市——窩T・穗峽ーー 

——延岡C汽車）延岡ーー

天之岩戶〔宮崎 

高千穂（バス）J

參加費用“;槪算

參 加 費 1.00
吧念寫匝代 .50
前夜晚鑒會貨 .80
喪 食 費 50
懇親晚養會費 1.ŝ〇・

觀光費（畫金費共）• 3.03 *
宿泊料（1泊） 2.C0

"1し決印に對しては縣, 市當局より大部

分の純助ある見込

注意 人會協議仟に對する捉案及び分科伶 

開催希象者は10名以上の輕成署名の上 

可成本年中に準備委員會宛提出のこと

不在參加歡迎

其旨を記し參加費を拂込まるれば參加章ブ 

ロトコ-口其他大存記念品呈上,尙早期巾込 

大會出席者20名に對しpremio贈呈

寄附受付開始

本大fNこ對する同志睹氏の御符附を喜んで 

裁きます。_________________

送金は凡て振裤（鹿兒島8802番）利用の 

こと

第28冋日本エスペランI人會準馆丢員會 

宮畸市南廣通V IU杉田翳院內 

振替鹿兒岛C802番
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向って左から〔前列〕佥, 
S ino k S-ro Kio,平田最高檢 
察廳次長,安部敎授.鶴村博 

士,駒見,〔中列〕大木,石川,吉 
岡師,余川,由比,〔後列3今里, 
中村,住吉夫人,住吉博士,田 
中,藤澤,松本,小池諸氏。 
〔嵌込〕荒川氏。

表者を定ること。

3前項出席者の旅費は無

論自辨なるも在滿同志 

の援助は之を妨げざる 

こと。

右に關する販扱はMES
本部にて取扱い聯絡に任ずるものとす。

ろ滿洲グラフ,弘報嗟關係出版物にエス 

語採用を要望する件（新京捉案） 

右提案に關し中村,FH中兩氏交々說叨す 

る所あり,左の如く決議す。

1提案通りエス語採用の要趁運動を為す 

こと。

2此方法は新京エス诵に一任すること。

は レヴォ・オリエンタ誌上に滿洲ペーヂ 

或は滿洲特稱號特設の件（新京扌是案） 

松本氏說明下の如く決す。

滿洲ペーヂよリは實現し易き特輯號の 

特設を耍望することとし,之に關する 

學會との連絡及び編輯等實冇方法は新 

京エス會に一任:すること。

に滿洲エスペラント聯盟（MES）本部を 

爾今新京エス命に科す件C奉天提案） 

安部氏より,現在の情況にては奉天より 

も新京に置くを適當とする所以を詳述す 

・諸氏よリ質問及び諸說出てドの如く決議 

!捉案通り新京に移すこと。

但し新京にては各地同志の協力を條件 

として引受ることを保留す。

2右に付き新代表者を荒川氏と定む。

3在各地の連絡者

奉 天 日1中覺太郎
ハルピン（爍匚帶）Sto Kio 
兀厉店' 由比忠之進

大連 （雅黑諾熬）

ほ 滿洲しANDA ASOCI〇結成の件（瓦 

房店捉案）

山比氏より國際的見地より,.IELに對す 

る發莒權確保の爲しanda Asocio結成の

必要を痛說。Kio民ハルピン縮の地にて

は統一困難なる事情を述ぶ。依て本案は 

保韶とし,決定は他日に讓ることに決定 

へ 次⑹總會開催地の件（新京梃案）

滿場一致奉犬に決す。

これより下の諸件に就き4談的に意見を 

交換す。

!植樹運渤に參加の件。

2滿洲案內エス話版發行の件。

3滿洲建國述動史及それに類するものの 

エス文發行の件。

4圖書館にエスペラント書籍を佛え付け 

しむる件。

5協和會運動との協力の件。

6滿洲でロ本エス大會（夂は東洋エス大 

會とゆうべきか）を開かしむる件。

？吉岡行辨氏の平和之鐘樓建設に協力す 

る件。

D講話滿洲阈最髙檢察廳次艮平E敦1氏は 

特に本會に臨席し,一場の講話厂時局と工 

スペラント必修!を與えらる。蓋し本會に 

一段の光彩を添えたるい苏ならず,列席者 

を感勸せしめたること深大なリ。

E 日滿軍人會館の行事を終り・車を列ねて 

中央飯店の吨餐含場に赴き,18時30分卓 

に就き談笑の間池を盡し21時30分散會。

SUR LA ĴURNALISMO

各地報道

記茅赧救につき來月號にまわします。 (459) 45



本
號
だ
よ
り

厂屮等敎育に 

おける外國語 

の問題」の特 

斬:を!®ります

いままでにも,この問題は 

たびたびとりあげましたが, 

今度は,國家百年の住仝嘤 

上に對する,われわれの協力 

とゆう立場から,とりあげる 

ことにいたしました。

そのため,せまい意味での 

宣傳の立場からは,うなづき 

かねるふしも見えるかとおも 

いますが,エスペラントの普 

及が,日本民族の文化的發展 

に.大きな貢献をなすもので 

あることを础江すするならば, 

宣轉第一で行っても,國民的 

協力の立場から行っても,た 

どりつく結果は,同時に,□本 

文化の前進へQ貢献であり, 

エスペラントの普及であるこ 

とがわかるはずであり■ます。

外部からいただきました回 

答も,それの99%までは， 

結諭として,執筆者の意志に 

かかわりなく,エスベラント 

を自動的に婆求しております

外部に對するenketoは， 

政治,敎育，國際文化,產業, 

文藝，新聞雜誌,そのほか,い 

ろいろの部門にあって.敎育 

間題と•書語間題とに御理解の 

ふかいかたがた,およそ150 

氏にあてていたしました。お 

答えいただいたのは47氏。 

いずれも,一般の厂名士1川答1 
に見られぬ热心さをもって御 

冋答をおよせくださいました 

ことは,感謝にたえません。

.この問題が,いま,いかに巫 

く見られているかを・腐ふか

く感じま した。

われわれは,いたずらに, 

イギリス語を排擊するとゆう 

排他的な態度をとるべきでな 

く，イギリス話をして,その 

あるべき場所にあって,もつ 

とも冇効に,もっとも健全に, 

日本文化に役立っための手段 

であらせるとゆう立前で行く 

べきであります。

そのため）こは,イギリス語 

關係のひとびととの,へだた 

りない協力が必要であります

敎佇關係の方而にお知りあ 

いのあるかたは今）］號をひろ 

くおくばリください。

〇

6月號の卷頭で厂命費につ 

いて」打願いしましたところ 

つぎのような結果を得て,感 

激しております。

〔新賛助會員］（5月15日 

—8月31日）〔普通會員か 

ら〕野知里慶助氏（三重），ffi 

澤靜子氏（・寫雉）,〔正會員か 

ら〕松原ゆきゑ氏（大阪），鈴 

木秀雄氏（東京），阿部年雄氏 

（大阪）,前出勤氏（東京）,丸 

山丈作氏（東京）,後藤靜香氏 

（柬京）,寺尾三千春氏（フィリ 

ピン）,狩俣寛榮氏（出征中）, 

新田為雄氏（北海道）,上山疋 

雄氏（前橋）,伊藤己酉三氏（來 

京）,淺Hi一氏（東京了

下に最近3年間の會員楝別 

會費拂込比較表を掲げます。 

正命員數のうち太字は，その 

月の普通會員數より多いこと 

を示しております。これによ 

って見ると,4 JJと5月（6月 

號は5月12 Ĥ發送）のあい 

だに,明瞭な不連續線のある 

ことにお氣づきでしょう〇

なお,新しい诃員の獲得に 

ついても,一•層の御協力乡お 
願いいたします。（M-Ŝ）

1 
月

rr和 
年

12
13
14

普

64
88
38

iE
72
95
53

蜀 特

〇 

〇

〇 ・

2 
月

12
13
14

42
44
46

35
40
33

2 
〇

1

〇 

〇 

〇

3 
月

12
13
14

61
61
64

42
33
40

4 
月

12
13
14

39
26
29

40
34
29

2 
〇 

〇

5

月

12
13
14

58
47
30

36
31
53

〇

2
7

〇

1
1

6 
月

12
13
14

60
49
37

58
42
61

〇 

〇

7

〇、

1
1

7 
月

12
13
14

30
60
30

44
51
44

〇

1
2

〇

2
〇

8

月

12
13
14

20
30
19

22
26
33

0
 0
 6

〇 

〇 u
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昭
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十
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編
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こ
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か
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國
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本
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編
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持
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五
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で
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こ
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政
治
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に
最
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時
代
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す
な
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第
一
章
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英
邁
中
大
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皇
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が
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聖
徳
廐
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皇
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政
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孝
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實
現
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大
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っ
て
は
じ
ま
る
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土
地
と
人
民
と
の
私
冇
を
廢
し
・
戶
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を
作5

、
税
制
を
定
め
、
 

官
制
を
改
め
て
世
襲
の
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を
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き
、
驛
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の
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け
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普
ね
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皇
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國
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明
治
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